
【17】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 テキスタイルデザインⅡの延長上に位置し、織物制作を通して、レベルアップした制作理論を学ぶ。理論と技術と感性を活か

してテキスタイル作品制作ができる能力を育成する。 

■到達目標（学修成果） 

基本的なテキスタイル制作を踏まえ、応用課題や形状の異なる糸のデザイン設計から作品制作まで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 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 ウール 2/14糸を使用した「パネルキルト」の制作 （予習）タータンチェックについて調査する 60分 

2 回 デザイン・設計・糸準備 （予習）タータンチェックの色彩の特徴を確認

する。テキスタイルデザインⅡファイルの設計

書を読み・確認する 

30分 

3 回 準備工程 グループワーク（工程補助） （予習）テキスタイルデザインⅡテキスト染色

を読み・確認する 

30分 

4 回 織布 1  （予習）テキスタイルデザインⅡテキスト準備

工程読み・確認する 

30分 

5 回 織布 2  （予習）経糸の色や配置と組織図との関係を確

認する 

45分 

6 回 織布 3  （復習）織物構造と織物制作の関係を確認する 30分 

7 回 織布 4  （予習）緯糸挿入角度と織物幅の関係を確認す

る 

30分 

8 回 織布 5  (復習)織物制作上の織幅収縮について意識す

る 

30分 

9 回 仕上げ、測定、まとめ 

 

（予習）手織り布の性質と服のデザインについ

て考察する 

60分 

10 回 絵画からのカラーインスピレーション（暖色・寒色系）

－ファンシーヤーンを使った織物の制作・色彩抽出－ 

（予習）秋・冬シーズンのウール製品の市場調

査する 

30分 

11 回 手描きデザインと CGデザイン 

 

（復習）PCでの織の表現と組織の提案 30分 

12 回 デザイン 

設計・糸準備 

（予習）秋・冬シーズンのウール製品の市場調

査する 

30分 

13 回 織布 （予習）自分の好きなアーティストの絵画をリ

サーチし色の使い方について考察する 

30分 

14 回 織布、仕上げ （予習）糸の太さと筬密度や組織についてフィ

ードバックしておく 

45分 

15 回 まとめ （復習）経糸と緯糸の構造によって表現される

形状が異なることを確認する 

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 

課題返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（出欠席）・姿勢（意欲） 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 

・オリジナルテキスト配布  

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

前期・後期：月曜日（11：00～12：30）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

       水曜日（10：40～12：10）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

■備考 

・ダイイングテクニックと関連した授業展開である 

・パネルキルトを使って「服」の制作を行う。大学祭時に学生自ら考えたショー企画と実際を行う 

・産地見学旅行 9月上旬予定 

・集中授業あり（3日間 9月中旬頃） 

・ダイイングテクニック・テキスタイルデザインⅡの単位を取得していること 

テキスタイルデザインⅢ 
  田口 雅子 

 3年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 テキスタイルデザイン・設計（糸・染色・組織など）の条件設定を自らし、イメージを「布」で表現できる能力を育成する。 

■到達目標（学修成果） 

 テキスタイルデザイン（織）Ⅰ～Ⅲを更に発展した授業で、伝統的な絣糸の染め技法などを学び広範囲な染色技法を身に付け

ることで、技術と創作力を持ち自己のイメージを的確に表現できる能力を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 絣テクニックを使った布の制作 

柄を織物構造で捉える、緯絣織物 デザイン 

（予習）「絣」とは技法と作品を調べる 120分 

2 回 経糸設計、柄分解、準備、設計、 

緯糸設計、柄分解、絣準備 

（予習）技法を理解し、デザインに発展させる

方法を考える 

60分 

3 回 染色準備 （予習）組織と糸の特徴から適した色彩につい

て考える。 

45分 

4 回 染色準備 （予習）制作工程から緯糸と柄の関係について

考える 

30分 

5 回 織布準備 （復習）絣デザインが糸構成によって構成でき

ることを確認する 

30分 

6 回 織布 （復習）柄、技法と表現された作品との関係を

考察する 

30分 

7 回 織布 （予習）その他の伝統技法について調査する 30分 

8 回 仕上げ・まとめ       作品提出 （復習）絣織物を理解しまとめる 120分 

9 回 ポートフォリオの作成 （予習）これまでの作品のプロセスを振り返る 30分 

10 回 ポートフォリオの作成 （復習）PC技法の確認を行う 45分 

11 回 スクールユニフォーム 

コンセプトとチェック柄デザインの考案（CG） 

（予習）デザインリサーチとコンセプト考案 45分 

12 回 スクールユニフォーム 

デザイン検討 テキスタイル CGシミュレーション 

（予習）デザインの制約を理解し、デザイン展

開を行う 

30分 

13 回 スクールユニフォーム 

デザイン考案 依頼書作成 

（予習）配色の効果と着装シミュレーションを

行う 

30分 

14 回 チェック柄デザインの考案（CG） 

プレゼンテーション準備  

（復習）効果的なプレゼンテーションのための

画像を考える 

30分 

15 回 チェック柄デザインの考案（CG） 

プレゼンテーション準備 

（復習）デザインの要素と作成のプロセスを理

解し、考案できたかを振り返る 

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 

課題返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（出欠席）・姿勢（意欲） 30%  

作品完成度 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 

 ・オリジナルテキスト配布 

■参考文献 

 適宜配布 

■オフィスアワー・研究室 

月曜日（11：00～12：30）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 水曜日（10：40～12：10）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

■備考 

・五反田「TOC」において 2月「ウールコレクション－絵画からのカラーインスピレーション－」の展示会を実施 

・ダイイングテクニック、テキスタイルデザインⅢの単位を取得していること 

 ・「手のひらサイズのテキスタイルの制作」は外部審査員による審査会の実施 

 ・「スクールユニフォーム」（CG）プレゼンテーション審査会 2月中旬に実施 

 ・ダイイングテクニックⅣと関連した授業展開である 

テキスタイルデザインⅣ 
  田口 雅子 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ダイイングテクニックⅡの延長上に位置し、作品制作を通してさらに様々な染色技法を学ぶ。技法と表現の関係を学び、テー

マを理解し自己のイメージが染色（色彩）によって表現できる応用的な能力が身につくことを方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

 繊維、糸、布染めの基本的な技法に加え、染色プロセス、染色計画書の作成ができる能力を習得することができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 ウール糸の染色応用 1 （予習）糸量から染色条件を計算し、正しく設

計する方法を考える 

60分 

2 回 ウール糸の染色応用 2 （復習）染色工程をまとめる 30分 

3 回 ウール糸の染色応用 3 （復習）糸量から染色条件を計算し、正しく設

計し、その実際をまとめる 

45分 

4 回 ウール糸の染色応用 4 （復習）糸量から染色条件を計算し、正しく設

計し、その実際をまとめる 

45分 

5 回 原毛の染色 （予習）ウールとは、羊について調査 30分 

6 回 原毛のミキシング （復習）ミキシングの効果について考える 60分 

7 回 スピニング 原毛について 

羊の種類、部位と製品の解説、ソーティング、洗毛 

（予習）羊の種類と毛質について調査 60分 

8 回 カーディング、ローラグ、紡毛と梳毛スピニング （復習）羊の種類、部位による毛質の相違につ

いてまとめる 

60分 

9 回 スピニング （復習）撚り効果について考察する 60分 

10 回 ファンシーヤーンの染色 （復習）形状の異なる糸の染法についてまとめ

る 

30分 

11 回 ファンシーヤーンの染色 （復習）染料の調合方法についてまとめる 45分 

12 回 ファンシーヤーンの染色 （復習）濃度と色彩の関係についてまとめる 60分 

13 回 草木染めサンプル  

 

（復習）媒染の役割まとめ 

 

45分 

14 回 草木染めサンプル （復習）草木の種類と染法 45分 

15 回 まとめ （予習）各課題を振り返り、作品制作に繋げる

ためのデータのまとめをする 

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 

課題返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（主欠席）・姿勢（意欲） 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 

 ・オリジナルテキスト配布 

 

■参考文献 

 ・適宜配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

 水曜日（16：20～17：50）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 

■備考 

・テキスタイルデザインとの関連した授業展開である 

・テキスタイルデザイン・ダイイングテクニックⅡの単位を取得していること 

ダイイングテクニックⅢ 
  田口 雅子 

 3年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 染色の応用技法（緯絣、ファンシーヤーンの染色）とデザイン力を高め、オリジナル作品のデザイン考案と制作する能力のレ

ベルアップを図る。 

■到達目標（学修成果） 

応用課題として、自らテーマを決め、それに適した材料と技法を選択し、設計・制作する。そのプロセスを理解し、プレゼン

テーションできるようになる。また、産学連携ではコンセプトを設定し、自らの考えをまとめ、企画立案できるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 作品課題Ⅰ 絣糸の制作と染色 1 

（防染法の織物と緯絣織物） 

（予習）防染法の織物と緯絣織物の制作について調

べる 

60分 

2 回 絣糸の制作と染色 2 

 

（予習）緯絣と緯糸密度の関係を理解する 30分 

3 回 絣糸の制作と染色 3 （予習）絣の種糸について 30分 

4 回 絣糸の制作と染色 4 （復習）経糸と絣糸の交錯点を観察する 30分 

5 回 絣糸の制作と染色 5 （復習）濃度と柄の表現の確認 60分 

6 回 作品課題Ⅱ 表面形状と構造からのインスピレ

ーション  デザインディスカッション 

（予習）身の回りにあるモノの形状に着目し、デザ

インを考案するための準備を行う 

120分 

7 回 表面形状と構造からのインスピレーション 

サンプル制作① 

（予習）デザインに適した素材、技法について調査

する 

120分 

8 回 表面形状と構造からのインスピレーション 

サンプル制作② 

（復習）色彩や形状がどのような効果を成している

か観察、確認をする 

60分 

9 回 表面形状と構造からのインスピレーション 

サンプル制作③ 

（復習）テキスタイルとの商品への展開を再度確認

する 

30分 

10 回 サンプル制作のための染色と表面加工② 

サンプル検討のためのディスカッション 

（予習）イメージと制作の相違の検討 60分 

11 回 作品制作のための染色① （予習）適切な素材、技法のリサーチ 60分 

12 回 作品制作のための染色② （復習）技法と表面形状について考察 45分 

13 回 制作 （復習）技法と表面形状について考察、 

技法の考案 

45分 

14 回 制作 

展示 発表準備 

（予習）プレゼンテーションのシナリオ 

効果的なプレゼンについて考える 

60分 

15 回 コンクール形式：プレゼンテーション・審査会、

外部評価員による講評、まとめ 

（復習）学修した内容をまとめ、卒業制作デザイン

考案に繋げる 

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 

 コンテスト形式によるプレゼンテーション、および課題返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（出欠席）・姿勢（意欲） 30%  

作品完成度 

 

 

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 

 オリジナルテキスト配布 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：20～17：50）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 ■備考 

 ・産学連携「スクールユニフォームの提案」 

・テキスタイルデザインⅢに関連した授業展開である 

・JFW展示会やアーティスト展示会見学 

 ・テキスタイルデザイン、ダイイングテクニックⅢの単位を修得していること 

 ・検定試験を受検する 

ダイイングテクニックⅣ 
  田口 雅子 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ニットのデザイン・企画を行うは、ニット生地の知識や、コンピュータ制御横編機での編成についての技術的な知識が必要と

なる。そのため、ニット全般に関わる基本的な知識を学び、コンピューターニット CADシステムやコンピュータ制御横編機の基

本操作を学ぶ。また、多種多様な編地に触れ、現場で業務に活かせる知識・技術の習得を目指す。 

■到達目標（学修成果） 

 ニットの基本的な知識とコンピュータ制御横編機の基本操作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 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 ニットとは、ニットの歴史、編物と織物の違い、ニットの分

類、ニットの産地 

予習：シラバスを読む  復習：市場の

ニットを改めて意識して見る 

30分 

2 回 繊維の種類、糸の種類、番手、ゲージ、リンキングについて、

編地の種類、ニットの加工 

復習：糸の太さを表す単位を思い出す。

品質表示を見てニット製品にはどんな

糸が使用されているか調べる 

30分 

3 回 編み目について・三原組織、手編み三原組織(実習) 復習：表目・裏目、編物の 3原組織につ

いて構造・特徴を理解する 

30分 

4 回 ニット CADについて、 

編機について、DSCSについて 

復習：ニット CAD操作方法をノートにま

とめ、操作方法を確認する 

30分 

5 回 編地の種類① 復習：基本的な編地について見直し特徴

を覚える 

60分 

6 回 編地の種類② 復習：基本的な編地について見直し特徴

を覚える 

60分 

7 回 ニット CAD三原組織データ作成 

ニット機 SES操作方法 

復習：ニット CAD入力・ニット機 SES操

作方法の確認  

30分 

8 回 三原組織 CAD入力・編立① 

ニット生地の復元①(グループワーク) 

復習：編み目と CAD色番号、JIS記号を

考え、CAD入力の準備をする 

30分 

9 回 三原組織 CAD入力・編立② 

ニット生地の復元②(グループワーク) 

復習：編み目と CAD色番号、JIS記号を

考え、CAD入力の準備をする 

30分 

10 回 三原組織 CAD入力・編立③ 

ニット生地の復元③(グループワーク) 

復習：編み目と CAD色番号、JIS記号を

考え、CAD入力の準備をする 

30分 

11 回 三原組織 CAD入力・編立④ 

ニット生地の復元④(グループワーク) 

復習：編み目と CAD色番号、JIS記号を

考え、CAD入力の準備をする 

30分 

12 回 三原組織 CAD入力・編立⑤ 

ニット生地の復元⑤(グループワーク) 

復習：編み目と CAD色番号、JIS記号を

考え、生地の特徴など発表準備をする 

30分 

13 回 ニット生地の復元まとめ 

担当した編地について発表する 

復習：編出した生地の特徴、CAD入力色

番号、JIS記号をまとめる 

30分 

14 回 まとめ、課題の仕上げ・提出 予習：テキスト・ノートを見直す 90分 

15 回 ニッティングⅠのフィードバック 復習：前期の授業内容は後期にも必要に

なるので内容を振り返る。 

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 

 小試験の解答と説明。各学生に課題の評価と指導を行う。 

■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） 30% 

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 

「ニットの基本」繊研新聞社 鈴木美和子著 （アパレル素材論で使用したニットの教科書です） 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室 3011研究室（第3校舎 地階） 

■備考 

なし 

ニッティングⅠ 
  山川 智子 

 3年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ニット製品の企画から生産を行うためには、サンプルアップから量産までを全体的に考えられる力が必要である。そのため、

ニット製品のプロセスを学び、ニッティングⅠの編地の知識を合わせて企画及び量産をするために必要な知識やコンピュータ制

御横編機を操作する技術を総合的に習得することを目指す。 

■到達目標（学修成果） 

 ニットの基本から製品製造プロセスまでを理解し、ニット製品の企画と制作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 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 編地の種類④ 

ジャカード柄の設計（デザイン） 

予習：前期（ニッティングⅠ）の内容を

振り返る 

30分 

2 回 ジャカード柄の CAD入力（実習）・編立① 

マフラー(柄の配置を考える)① 

復習：ジャカードのデザインを完成させ

る 

30分 

3 回 ジャカード柄の CAD入力（実習）・編立② 

マフラー(柄の配置を考える)② 

復習：CAD入力について教科書とノート

を見直す 

15分 

4 回 ジャカード柄の CAD入力（実習）・編立③ 

マフラー(柄の配置を考える)③ 

予習：編み出した袋ジャカードの生地を

確認し、配置を考える 

60分 

5 回 ジャカード柄の CAD入力（実習）・編立④ 

マフラー(柄の配置を考える)④ 

復習：ジャカードの特徴・編地まとめる 30分 

6 回 ジャカード柄の CAD入力（実習）・編立⑤ 

マフラー(柄の配置を考える)⑤ 

予習：自分の持っているニットの縫製を

チェックする 

30分 

7 回 ニット製品の種類、ニット製品の制作プロセス 

製品の仕様書の書き方について 

予習：プルオーバーセーターの市場調査

復習：製品を作るプロセスを再確認する 

90分 

8 回 ジャカードマフラーCAD入力・編立・仕上げ① 

仕様書の作成・無縫製ニットサンプル編立・糸始末について 

復習：CAD入力の方法の確認 15分 

9 回 ジャカードマフラーCAD入力・編立・仕上げ② 

仕様書の作成・無縫製ニットサンプル編立・糸始末について 

復習：CAD入力の方法の確認 15分 

10 回 ジャカードマフラーCAD入力・編立・仕上げ③ 

仕様書の作成・無縫製ニットサンプル編立・糸始末について 

復習：CAD入力の方法の確認 15分 

11 回 ジャカードマフラーCAD入力・編立・仕上げ④ 

仕様書の作成・無縫製ニットサンプル編立・糸始末について 

復習：CAD入力の方法の確認 15分 

12 回 ジャカードマフラーCAD入力・編立・仕上げ⑤ 

仕様書の作成・無縫製ニットサンプル編立・糸始末について 

予習：自分の持っている Tシャツの縫製

を確認してくる 

15分 

13 回 カットソーについて・特殊ミシンについて 復習：カットソーに使われる特殊ミシン

についてテキストを読む 

30分 

14 回 まとめ、課題仕上げ・提出 予習：テキストと配布資料に目を通し、

小試験に備える 

60分 

15 回 ニッティングⅡのフィードバック 復習：教科書・ノートを見直し、ニット

全般復習する  

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 

 小試験の解答と説明。各学生に課題の評価と指導を行います。 

■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） 30% 

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 

 「ニットの基本」繊研新聞社 鈴木美和子著 （アパレル素材論で使用したニットの教科書です） 

■参考文献 

 なし 

 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室 3011教室 （第３校舎地階） 

■備考 

 ニッテイングⅠの単位を取得していること

 

ニッティングⅡ 
  山川 智子 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 テキスタイル業界におけるプリントの位置づけと各素材との関係性を理解し、オリジナルデザインの作成をする。 

 素材開発の工程や加工の変遷、産地について解説する。商品化を見据えたデザインと提案力を身につける。 

■到達目標（学修成果） 

 プリントテキスタイルのデザイン・商品企画・配色・生産の工程を理解し、自らアイディアを出し、企画立案・柄作成・提案 

が出来るようになる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目 

 

■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 授業内容とスケジュールの説明 

服飾業界におけるシーズンとファッションカレンダー作成 

予習：プリントデザインについてリサー

チする 

30分 

2 回 生地の種類とプリントの種類、技法の解説 

プリントに適した素材や制約について 

予習：プリントの加工方法、技法につい

てリサーチする 

30分 

3 回 プリントの生産地と加工方法の変遷 

・国内外の主要産地と新しい加工方法の解説 

予習：プリントの生産地やメーカーにつ

いてリサーチする 

60分 

4 回 プリント図案の制約と型作成の工程と手順 

 

復習：型の作り方についてまとめる 30分 

5 回 著名ブランドのテキスタイルの特色と代表的な柄 

・モリス、リバティ、マリメッコ、ミナペルホネン等 

予習：各ブランドの作品を調べる 

    

30分 

6 回 時代を超えて多用されるデザインの特徴 

・アールデコ、アールヌーボー、50年代、70年代調、和柄等 

予習：各デザインテーマの作品や時代背

景を調べる 

60分 

7 回 ・デザイン毎の柄サンプルを収集し特徴を理解する 

※レポート提出 

復習：時代と加工方法やそれらのデザイ

ンが求められた理由をまとめる 

60分 

8 回 目的に合わせたデザインを作成する 

・相手の意向に合わせたデザインを作成する 

予習：身の回りのプリントの使われたも

のをサンプリングする    

30分 

9 回 ・テーマと用途を指定された場合のデザインの作成と提案 

 

予習：用途、目的に合わせたデザインと

はどういったものか考える 

30分 

10 回 ・地塗り、線描き、糸目、ハケタッチなどの描画テクニック 

 

予習：プリント柄の描画方法をリサーチ 

   する 

60分 

11 回

  

・柄レンジ、カラーバリエーションの作成と提案 

※作品提出 

予習：プリントのカラーバリエーション

をリサーチする 

60分 

12 回 服飾以外のプリント、テキスタイルの用途について 

 

予習：プリントの使われているものには

どのようなものがあるかリサーチする    

60分 

13 回 ・インテリア用途のテキスタイルとプリントのデザイン 

 

予習：カーテンや壁紙などの柄をリサー

チする 

60分 

14 回 ・柄デザイン作成 

※作品提出 

復習：インテリアにおいてのプリントの

活用方法や効果をまとめる 

30分 

15 回 SDGSの取組と今後の展望 

・アップサイクルのアイディアとデザイン 

復習：前期内容のまとめ 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  

 レポート、課題作品について返却時に講評します 

 

■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%  レポート・課題作品 表現力、完成度 

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 

 適宜プリント資料配布 

■参考文献 

 図書館内資料等 

■オフィスアワー・研究室 

 テキスタイルデザイン研究室(3011)  

火曜日(9:00～12:10) 

■備考 

 なし 

 

プリントデザイン演習Ⅰ 
  土岐 千春 

 3年 前期  テキスタイル必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 プリントデザイン演習Ⅰで学んだ内容を発展させ、トレンド情報の活用やコーディネート提案が出来るデザインを作成する 

 グラフィックソフトを使用した描画によりデジタルデーターの作成を行う 

■到達目標（学修成果） 

 プリントテキスタイルのデザイン・商品企画・配色・生産の工程を理解し、自らのアイディアから表現した 

企画立案・柄作成・提案が出来るようになる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目 

 

■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 前期内容の確認とまとめ 

・主な素材の製造方法の特徴のまとめ 

予習：前期学習内容を振り返り確認する 

    

30分 

2 回 トレンド情報の分析と活用方法 

・主なトレンド情報とコレクション分析の方法 

予習：トレンド情報について図書館等で 

   リサーチする 

60分 

3 回 トレンドを意識した柄の作成とカラー展開、アイテムを提案 

 

予習：昨シーズンと今シーズンの違いや

流れを店頭や雑誌で確認する 

60分 

4 回 ・テーマを設定して柄を作成し図案化する 

 

予習：テーマにする題材を考える 

    

30分 

5 回 ・カラーバリエーション、提案アイテムデザインを作成する 

 

予習：色と柄のデザイン性を考える 

    

30分 

6 回 ・型出し、配色依頼(マス見本依頼）等依頼書を作成 

 

予習：どのような情報を伝えなければな

らないか考える 

30分 

7 回 ＣＧソフトによる図案の作成 

 

予習：グラフィックソフトの操作方法を 

   確認する 

30分 

8 回 ・デザインのベースとなるスケッチの作成と手順書の作成 

 

予習：デザインに適した作業方法と手順

を考える    

60分 

9 回 ・ＣＧによる図案リピート作成 

 

予習：リピートの付け方を確認する 

    

30分 

10 回 ・ＣＧによるカラーバリエーション作成 

 

復習：グラフィックソフトによる描画 

   方法のポイントをまとめる 

60分 

11 回 トータルコーディネートシーズンマップを作成しプレゼンテ 

ーションする。            ※グループワーク 

予習：店頭における色や柄、素材の組合

せをリサーチする 

60分 

12 回 ・コンセプト、テーマの設定 

・担当分担 

予習：コーディネートに必要な素材と 

   アイテムを考える 

30分 

13 回 ・コンセプトに合わせた柄、先染め等素材のデザインを考え

コーディネートマップにまとめる 

予習：プレゼンテーションの方法とシナ

リオを作成する    

30分 

14 回 ・プレゼンテーション(相互評価を行う) 

 

復習：コーディネートして提案すること

による効果をまとめる    

60分 

15 回 まとめ 

 

復習：プリントデザインのポイントと 

   用途、効果についてまとめる 

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 

 課題作品について返却時に講評します 

 

■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%  課題作品 表現力、完成度 

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 

適宜プリント資料配布 

■参考文献 

図書館内資料等 

■オフィスアワー・研究室 

テキスタイルデザイン研究室（3011） 

木曜日（9：00～12：10） 

■備考 

プリントデザイン演習Ⅰを修得していること 

プリントデザイン演習Ⅱ 
  土岐 千春 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 アパレル素材を構成している繊維、糸、布などの基本的な材料の構造を理解するためにアパレル製品の解体を行う。繊維、糸、布の

物理特性の測定や形状観察によって、測定値と布、布と製品の関係を捉え、分析結果をレポートにまとめる。その過程で素材について

の理解と観察力、判断力、まとめる力を修得する。 

■到達目標（学修成果） 

アパレル製品を繊維まで解体（分析）するプロセスと測定機器の使い方を習得する。測定値、形状観察を通して素材特性とアパレル

製品との関係を考察し、素材特性を踏まえたアパレル製品のデザイン・設計が再考できるようになる。  

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

コース必修科目で卒業要件科目。 

■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 素材分析の重要性を説明する、測定機器の説明と測定方法 （予習）着装している衣服の品質タグを多

数リサーチする 

45分 

2 回 グループワーク①：アイテム１点担当する 

代表的な素材が使われているアパレル商品アイテムの選出、観

察、衣服解体をする 

（予習）着装している衣服のパーツについ

て観察する 

30分 

3 回 衣服解体によって、部位と衣服のパーツについて観察する 

布→糸→繊維各工程で試料の作成をする 

（復習）着装している商品アイテムによっ

て部位と異なるパーツの個数と役割につ

いて思考する 

30分 

4 回 天然繊維：綿、ウール、絹繊維の側面、形状の観察し、特徴を考

察する 

（予習）顕微鏡操作についてのプリントを

確認する。天然繊維の顕微鏡写真を提示す

る 

30分 

5 回 麻、合成繊維ポリエステル異形断面糸の側面、断面の観察 形状

の特徴から考察する 

（予習）「アパレル素材の基本」テキスト

の繊維について読む 

45分 

6 回 グループワーク②：アイテム１点担当する 

混紡・合成繊維：商品アイテムの選出 衣服解体 

（予習）シーズンごとの身近な衣類につい

てリサーチする 

60分 

7 回 衣服解体 布→糸→繊維 試料の作成 

 

（予習）衣服材料学テキストの繊維・糸・

布について読む 

60分 

8 回 混紡糸の分解、各繊維の側面、断面の観察 形状の特徴から考察

する 

（予習）合成繊維の顕微鏡写真を提示、繊

維断面・側面画像の確認をする 

45分 

9 回 糸の太さの表示と実際  

算出方法：番手とデニール（デシテックス） 

（予習）身の回りの製品に焦点を当て、糸

の太さと布の厚さについて観察する 

30分 

10回 撚り方向と撚り数、合糸数、撚り構造と糸の特徴 

 

（予習）「アパレル素材の基本」テキスト

の撚りについて読む 

30分 

11回 布の強伸度、剛軟度測定 （予習）被服材料学関係図書の物理特性

（強伸度、剛軟度）について読む 

30分 

12回 布のドレープ性、防しわ性の測定 （予習）被服材料学関係図書の物理特性

（ドレープ性、防しわ性）について読む 

30分 

13回 グループワーク①②：試料の分析結果の測定値を比較、類似や相

違などについてディスカッションし、繊維や糸から形成される布

の特徴をアイテムとの関係で考察する 

（復習）風合がいとはどのような事から作

られるか具体的に測定値を確認しながら

考察する 

30分 

14回 分析のまとめ方、プレゼンテーション用パワポの作成、 

レポート作成のためのシナリオの作成 

（復習）実験結果をまとめる 45分 

15回 プレゼンテーション、講評、まとめ （復習）プレゼン方法が適切かを考える 

実験結果について考察・まとめをする 

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 

レポート返却時に講評する 

■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 

テキスト配布 

■参考文献 

 繊維メーカ最新レポート 

 アパレル素材の基本(繊研新聞社)、被服材料要論（コロナ社）など  

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

■備考 

 ・新素材展示会の見学 

 ・研究所見学：「カケンテストセンター」化学繊維製品検査協会 

素材分析実験 
  山川 智子 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 
 イメージをカタチにしてゆく上で大切な事は、自身が考えているイメージをまず明確にする事です。そのためには、コンセプトやイメージ
などの言葉を丁寧に紡ぎ、その言葉から連想されるイメージをカタチにしてゆくことです。 
 本授業では、Adobe Photoshop・Illustrator、特に Illustratorに重点を置き、本コースで取り組まれているテキスタイルデザインや、ポ
ートフォリオ等に生かすことができるような表現力・実践力を養ってゆきます。 
 その為には、まず皆さんがテキスタイルデザインに関する知識を広げておく必要があります。従って、時間外学習として既存の表現手法を
リサーチしたり、アイデアスケッチを行って頂きます。 
 また、なるべく客観的な視点をもって、自身の作品と対峙し、課題や問題に気づき、改良できる力を養うべく、課題毎にプレゼンテーショ
ンやディスカッション等をおこないます。 
■到達目標（学修成果） 

 1年次の必修（情報演習Ⅱ）や 2年次の選択科目等で身に付けてきたアプリケーションスキルや、表現方法などの知識や経験を活かし、アプ

リケーションを道具としてある程度自由に扱う事ができ、イメージをカタチにできる力を養う事を目指します。 

 そして、客観的な視点を常に持ち、自身の作品と対峙できる力を身に付けることを目指します。 

■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）については、テキスタイルデザインコース必修科目です。 

■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 初回オリエンテーション 

イラストレーター基礎（レベルチェック） 

基本的ツールの確認（主要ツール・パネル類の確認） 

予習：可能であれば Illustratorの基礎的な操作をおさらいし

ておく。課題： 授業内に終わらなかった課題を完成させて

manabaに提出しておく。 

30分 

2回 簡単な柄作成（ドット柄・チェック柄・ストライプ

柄・波型・うろこ柄）を行いながらイラストレーター

の基本的操作を確認する 

予習：単純な形で構成されているパターンを探してみる課題：

次課題の準備①／授業時間内に終わらなかった課題を完成さ

せ、manabaに提出しておく。 

90分 

3回 幾何学形態を応用した柄（ヘリンボーン柄・ブロック

柄・アーガイル柄・千鳥格子） 

 

予習：幾何学形態で構成されているパターンを探してみる課

題：次課題の準備②／授業時間内に終わらなかった課題を完成

させ、manabaに提出しておく。 

90分 

4回 曲線が美しい柄をつくる（ペイズリー柄・植物柄等） 

ペンツール 

予習：美しい曲線で構成されているパターンを探してみる課

題：次課題の準備③／授業時間内に終わらなかった課題を完成

させ、manabaに提出しておく。 

90分 

5回 配色効果を考えた柄作成①準備学習で作成した素材を

モチーフに柄を作成し、配色展開する。 

予習：様々なテキスタイルデザインを見る。課題：課題を進め

ておく。／次課題の準備① 

90分 

6回 配色効果を考えた柄作成② 予習：課題を進めておく／様々なテキスタイルデザインを見

る。課題：発表の準備／次課題の準備② 

90分 

7回 配色効果を考えた柄作成③発表と振り返り／よりイメ

ージに合わせてゆくためのブラッシュアップ 

課題：発表の振り返り／他者の作品から学んだ事、気付いた事

を manabaに提出／次課題の準備③ 

90分 

8回 手描きデザインを柄にする① 

準備学習で作成した素材をモチーフに柄を作成し、パ

ターンを作成する。 

予習：様々なテキスタイルデザインを見る。課題：課題を進め

ておく。／コンペ用のデザインを考える（manabaに提出）→フ

ィードバック 

90分 

9回 手描きデザインを柄にする② 

準備学習で作成した素材をモチーフに柄を作成し、パ

ターンを作成する。 

予習：様々なテキスタイルデザインを見る。課題：課題を進め

ておく。／コンペ用のデザインを考える（manabaに提出）→フ

ィードバック 

90分 

10回 手描きデザインを柄にする③発表と振り返り／講評／

ブラッシュアップ 

 

予習：発表の準備をおこなっておく。 

課題：発表の振り返り／他者の作品から学んだ事、気付いた事

を manabaに提出。／コンペ用のデザインを考える（manabaに提

出）→フィードバック 

90分 

11回 テキスタイルデザインコンペ作品の制作 

デザイン案についてプレゼンテーション、ディスカッ

ション／個別コメント／ブラッシュアップ 

予習：コンペ案についての準備（発表内容・必要な資料を用意

しておく。） 

課題：コンペ応募作品のブラッシュアップ→manaba に提出 

90分 

12回 テキスタイルデザインコンペ作品の制作 

ブラッシュアップ版確認・個別コメント／本制作 

予習：発表の準備 

課題：課題を進める 

90分 

13回 テキスタイルデザインコンペ作品の制作／進捗確認 課題：課題を進めておく 90分 

14回 テキスタイルデザインコンペ作品の制作／進捗確認 課題：課題を進めておく 90分 

15回 発表・振り返り・修正の後提出／講評 課題：発表の振り返り／他者の作品から学んだ事、気付いた事

を manabaに提出。 

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 

 課題の提出及びインフォメーションは manabaを利用する。課題のフィードバックに関しては、対面及び manabaを通じて行う。 

■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 未定 

■参考文献 1年次の情報演習Ⅱで使用したテキスト（Illustrator&Photoshop操作とデザインの教科書）を持参する事を勧める。 

■オフィスアワー・研究室 6012B 情報基礎研究室／manabaからいつでも相談可 

■備考 授業内容は進行具合により、前後する可能性がある。（特にコンぺ）その場合は事前にアナウンスする 

テキスタイルデザインコースのほかの授業で学んだ事を活かして頂きたいので、ご自分が今まで作成した素材を集めておいてください。

 

画像表現演習Ⅰ 
  水越 綾 

 3年 前期  テキスタイル必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 業界標準である Adobeソフトウェアを用いたテキスタイルデザインと商品化へのプロセスを理解する。 

実務経験を生かした方法で授業展開する。実践型で進めることを方針とする。 

 

■到達目標（学修成果） 

 企画デザインから実際の商品になるプロセスを理解し、画像表現演習Ⅰを踏まえ Adobeソフトウェアを用いたテキスタイルデ

ザインを自立して制作できるようになる。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

 

■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 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザインを用

いテクニック習得 トレース  

（予習）与えられたテーマについて web、

デザイン書籍にて調査する 

30分 

2 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザインを用

いテクニック習得 スキャニングからモチーフを制作 

（復習）習得したテクニックについて理

解する。 

30分 

3 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザインを用

いテクニック習得 リピート 

（復習）習得したテクニックについて理

解する。 

30分 

4 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザインを用

いたテクニック習得 フラットスケッチへのマッピング 

（復習）習得したテクニックについて理

解する。 

30分 

5 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザイン制作

１対象のターゲットを絞り込んだテキスタイルデザイン制作 

（予習）テーマ、ムードボードを考案し

デザインソースを収集する 

30分 

 

6 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザイン制作 2

対象のターゲットを絞り込んだテキスタイルデザイン制作 

（予習）テーマ、ムードボードからから

のラフを考案する 

30分 

7 回 Photoshop、Illustrator を用いたテキスタイルデザイン制作 2

対象のターゲットを絞り込んだテキスタイルデザイン制作 

（復習）制作した作品を俯瞰し問題点や

修正点を見出す 

30分 

8 回 プレゼンテーション用ポートフォリオの制作１ 

クライアント対してプレゼンテーションのデモ 

（予習）ポートフォリオのデザインにつ

いて情報収集する 

30分 

9 回 プレゼンテーションシミュレーション  

対クライアントにプレゼンテーションのデモ 

上記同様 30分 

10 回 テキスタイルデザインのプロダクト制作 

テーマ、ムードボードの考案 

（予習）デザインソースを収集する 30分 

11 回 テキスタイルデザインのプロダクト制作 

テーマ、ムードボードからからのラフの考案 

（復習）制作したラフ案について俯瞰す

る 

30分 

12 回 テキスタイルデザインのプロダクト制作 

スカーフデザインの制作 

（予習）制作中のコンペ作品について知

見を深める（市場調査や情報収集） 

30分 

13 回 テキスタイルデザインのプロダクト制作 

スカーフデザインの制作 

上記同様 30分 

14 回 テキスタイルデザインのプロダクト制作 

デザインの制作 

（復習）制作した作品を俯瞰し問題点や

修正点を見出す 

30分 

15 回 講評 授業内作品についてポートフォリオ制作 （予習）ポートフォリオのデザイン（見

せ方）について情報収集する 

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 

 随時課題提出後にコメントをする 

 

■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 

 適宜プリント配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

 火曜日（13：00～14：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

■備考 

 画像表現演習Ⅰの単位を取得していること。

 

画像表現演習Ⅱ 
  江野 晋平 

 3年 後期  テキスタイル必修   （ 1単位 演習 ） 




