
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（アパレル造形科デザイナーコース）

実技 スタイル画 35 ○ 35

演習 デザイン演習Ⅰ 57.5 ○ 57.5

講義 トレンド分析 85 ○ 85 ☆ 85

演習 Mac演習Ⅰ 85 ○ 85

実技 ドレーピング 95 ○ 95

講義 カラー 35 ○ 35

講義 ファッション素材学 60 ○ 60

実習 服飾技術実習 377.5 ○ 377.5

講義 服飾史 35 ○ 35

講義 就職ガイダンス 60 ○ 60

講義・実技 職業実践講座・企画・トレンド 190 ○ 190

演習 デザインドローイング 92.5 ○ 92.5 ☆ 92.5

演習 デザイン演習Ⅱ 85 ○ 85 ☆ 85

実習 服飾造形実習 265 ○ 265

講義 就職キャリアデザイン 32.5 ○ 32.5

実習
卒業製作ファッションショー

制作実習
35 ○ 35

実習 卒業製作実習 112.5 ○ 112.5

演習 Mac演習Ⅱ 60 ○ 60

演習 ＰＣワーク 52.5 ○ 52.5

1,850 1,850 263
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（アパレル造形科パタンナーコース）

実技 スタイル画 35 ○ 35

演習 デザイン演習 57.5 ○ 57.5

講義 トレンド分析 85 ○ 85 ☆ 85

演習 Mac演習 85 ○ 85

実技 ドレーピングⅠ 95 ○ 95

講義 カラー 35 ○ 35

講義 ファッション素材学 60 ○ 60

実習 服飾技術実習 377.5 ○ 377.5

講義 服飾史 35 ○ 35

講義 就職ガイダンス 60 ○ 60

講義・実技 職業実践講座・企画・トレンド 190 ○ 190

実技 アパレルCAD 85 ○ 85 ☆ 85

実習 工業パターン実習 92.5 ○ 92.5 ☆ 92.5

実技 ドレーピングⅡ 60 ○ 60

実習 服飾造形実習 265 ○ 265

講義 就職キャリアデザイン 32.5 ○ 32.5

実習
卒業製作ファッションショー

制作実習
35 ○ 35

実習 卒業製作実習 112.5 ○ 112.5

演習 ＰＣワーク 52.5 ○ 52.5

1,850 1,850 263
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（スタイリスト科）

実技 ヘアメイク 37.5 ○ 37.5

実技 メイクアップ 32.5 ○ 32.5

演習 英会話 25 ○ 25

演習 Ｍａｃ演習 85 ○ 85

実習 スタイリスト実習Ⅰ 95 ○ 95 ☆ 95

実習
スタイリング

コーディネート実習
95 ○ 95 ☆ 95

講義 マスメディア論 30 ○ 30

実技 デザイン＆スタイル画 57.5 ○ 57.5

実技 カメラワーク 35 ○ 35

講義 ファッション素材学 57.5 ○ 57.5

講義 服飾史 35 ○ 35

講義 カラー 27.5 ○ 27.5

演習 ＰＣワークⅠ 57.5 ○ 57.5

講義 業界概論 35 ○ 35

実習 服飾技術実習 190 ○ 190

講義 商品知識 30 ○ 30

実技 衣装デザイン 170 ○ 170

講義 商品・ライフスタイル研究 92.5 ○ 92.5

実習 スタイリスト実習Ⅱ 190 ○ 190

実技 デザインクリエーション 57.5 ○ 57.5

実習 ショップ起業実習 95 ○ 95

演習 ショー制作演習 70 ○ 70

実技 ポートフォリオ 27.5 ○ 27.5

実習 スタイリング実習 95 ○ 95 ☆ 95

講義 研修／キャリアデザイン 65 ○ 65

実習
卒業制作ファッションショー

制作実習
120 ○ 120

講義 アパレル概論 95 ○ 95

演習 ＰＣワークⅡ 37.5 ○ 37.5

2,040 2,040 285
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（モデル科）

講義 プロポーション美学 60 〇 60

演習 PCワーク 52.5 〇 52.5

講義 英会話 25 〇 25

実習 演技実習 92.5 〇 92.5

実技 ウォーキング＆ポージング 190 〇 190 ☆ 190

実技 フォトセッション 95 〇 95 ☆ 95

実技 ダンスレッスン 92.5 〇 92.5

演習 コンポジット 57.5

講義・実技 栄養学 95 〇 95

講義 マスメディア論 37.5 〇 37.5

講義 オーディション対策 60 〇 60

講義 マナー 35 〇 35

実技 ヘアメイク 32.5 〇 32.5

925 868 285
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（ファッションビジネス科）

講義 カラー 27.5 〇 27.5

実技 ヘアメイク 25 〇 25

実技 メイクアップ 32.5 〇 32.5

演習 ＰＣワーク 92.5 〇 92.5

演習 英会話 25 〇 25

実技 カメラワーク 35 〇 35

講義 服飾史 35 〇 35

講義 ファッション素材学 57.5 〇 57.5

実習 服飾技術実習 85 〇 85

講義 ファッションビジネス概論 67.5 〇 67.5

演習 Ｍａｃ演習 95 〇 95

講義・実技 パーソナルコーディネイト 95 〇 95

講義 ファッションデザイン論 27.5 〇 27.5

講義 就職ガイダンス 60 〇 60

実習 ショップ起業実習 95 〇 95

講義・実習 職業実践講座Ⅰ 70 〇 70

講義・実習 職業実践講座Ⅱ 185 〇 185

演習 販売実務演習 37.5 〇 37.5

講義 マーケティング 95 〇 95 ☆ 95

演習 Ｗｅｂマーケティング/EC演習 85 〇 85 ☆ 85

演習 リーテルマーチャンダイジング 57.5 〇 57.5

演習 ＶＭＤ演習 57.5 〇 57.5

演習 ビジネス実務演習 57.5 〇 57.5

実習 プレス実習 37.5 〇 37.5

演習 バイヤー演習 85 〇 85 ☆ 85

講義 就職キャリアデザイン 37.5 〇 37.5

演習 ショー制作演習 70 〇 70

実習
卒業制作ファッションショー

制作実習
120 〇 120

1,850 1,850 265
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（アパレル技能科テクニカルコース）

実技 ファッションドローイング 32.5 〇 32.5 ☆ 32.5

講義 カラー 35 〇 35

講義 ファッション素材学 60 〇 60

実習 服飾技術実習 470 〇 470

実技 ドレーピング 85 〇 85

講義 服飾史 35 〇 35

講義 就職ガイダンス 60 〇 60

演習 デザイン演習 52.5 〇 52.5

演習 Ｍａｃ演習 95 〇 95

実技 テクニカル工芸 85 〇 85

講義・実技 職業実践講座／工業ミシン 85 〇 85

実習 卒業製作実習 105 〇 105

実技 服飾製図 185 〇 185

講義 就職キャリアデザイン 37.5 〇 37.5

実習 卒業製作ファッションショー制作実習 35 〇 35

実習 衣装製作実習 237.5 〇 237.5 ☆ 237.5

実習 生産技術実習 95 〇 95

演習 ＰＣワーク 60 〇 60

1,850 1,850 270

1700

　　総授業時数

   卒業に必要な授業時数　

【国及び都が定める添付資料①】

科目

区分
授　業　科　目

授業

時間数

うち

実務教員によ

る授業

授業

時間数

うち

シラバス添付

授業

時間数
備考



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（専攻科）

講義・実習 職業実践講座 95 〇 95

講義 業界ビジネス概論 85 〇 85 ☆ 85

実技 デザインクリエーション 95 〇 95 ☆ 95

実習 高度造形実習 92.5 〇 92.5 ☆ 92.5

実習
卒業制作ファションショー

制作実習
35 〇 35

実技 パターン製図 60 〇 60

実習 制作実習 462.5 〇 462.5
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