
 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期区分 通年 時間数 85時間

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

講師区分 講師名 関係実務経験

専攻科

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

選択区分
必修 or 選択 授業形態 企業連携（企業名）

必修 実技60% 講義40% 検討中

業界ビジネス概論

各項目に標準点を置き「授業態度・製作意欲・習熟度」100ポイントを担当講師採点。
「課題評価」100ポイントを連携企業採点として、その平均値を算出し評価を行う。
（出席率が75%未満、成績評価が60点未満の場合は補習の対象となる）  出席率が65%未満の場合は留年。

1,商品が店頭に並ぶまでのアパレル企業で行なっている業務スケジュールを理解。
2.実際に企業を設定し、企画業務を行う。それに伴う作業工程を習得。

ファッションマーケティングやマーチャンダイジングなど、業界ビジネス基礎知識を学ぶ。
アパレル企業で行なっているスケジュールに沿って商品化計画を行い、仕事への理解を深める。

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

授業内容説明・スケジュール確認等 4月18日

アパレルマーチャンダイジングとは「商品ができるまでの流れ」 4/25〜

アパレル業界のスケジュール解説「企画職は今、何を行なっているか」

（定点観測店を決め、月に一度のリサーチを実行） 〜7/11

実際の企業を決定。展示会を９月に設定し、2023年SS商品を企画する

展示会企画書発表（原価計算や仕様書まで仕上げる） 9月26日

展示会を９月に設定し、2023年SS商品を企画する。 9/5〜9/12

（アパレル企業研修を検討中）

瀧定、カイハラ、刺繍メーカーなど実際の現場を見学/レポート 10/3〜11/28

（７月〜12月のキースタイリングにフォーカス） 〜12/19

展示会を４月に設定し、2023年FW商品を企画する 12/5〜

DPTショー準備期間 2022/2/1〜

各自が企画した内容を踏まえ実際の１月店頭商品をリサーチ/レポート 1/16〜1/30

常勤 吉岡 MD/デザイナー経験



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期区分 通年 時間数 95

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

1

2

3

4

5 （株）クレヨン　課題説明　「2022AW ロイスクレヨンデザインの提案（仮）」

6

7

8

9

10

11

12

13

14

講師区分 講師名 関係実務経験

職業実践・企画・トレンド 専攻科/２DP

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

授業形態 企業連携（企業名）

実技60% 講義40% (株)アミナコレクション (株)クレヨン
選択区分

必修 or 選択

必修 

各項目に標準点を置き「授業態度・製作意欲・習熟度」100ポイントを担当講師採点。
「課題評価」100ポイントを連携企業採点として、その平均値を算出し評価を行う。
（出席率が75%未満、成績評価が60点未満の場合は補習の対象となる）  出席率が65%未満の場合は留年。

1.コレクションブランド分析を行い、ファッショントレンドの流れの把握と産学先のブランドに対しての知識習得。
2.今シーズンのトレンドの流れを踏まえ、ブランド企画力を養う（ポートフォリオ作成）/プレゼン能力習得
3.デザイナー、テクニカル科は企画スキル向上、パタンナー科はCADスキル向上

トレンドやマーケットの流れをとらえ、ブランドのコンセプトやマーケットでのポジショニングを理解し商品企画を行う。
企業の仕事についての理解を深めるため、実践的に産学授業を取り込みアパレル業界の今を体験する。

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

授業内容説明・スケジュール確認等 / ポートフォリオ作成説明 4月19日

（株）アミナコレクション　課題説明　「今年らしいエスニックスタイルの提案（仮）」 4月26日

（株）アミナコレクション　ショップリサーチ・課題ワーク / ポートフォリオ作成 5/10〜5/31

6月28日

（株）アミナコレクション　プレゼン/レポート/ グループディスカッション練習 6/7〜6/21

（株）クレヨン　プレゼン/レポート 9/6〜9/20

（株）クレヨン　　ショップリサーチ・課題ワーク / 企業選考対策の課題作成 7/5〜7/19

（株）ベネフィット　ショップリサーチ・課題ワーク / ブランド企業課題準備・プレゼン 10/4〜11/15

（株）ベネフィット　課題説明　「課題内容検討中」 / ブランド企業課題説明 9月27日

（株）アズノゥアズ　課題説明　「リメイク　課題内容検討中」 12月6日

（株）ベネフィットプレゼン/レポート 11/22〜29

（株）アズノゥアズ プレゼン/レポート 1/24〜1/31

（株）アズノゥアズ 　ショップリサーチ・課題ワーク / SDGs関連事業講義・課題 12/13〜1/17

DPTショー準備期間 2022/2/1〜

常勤 吉岡/リビ/久野 MD/デザイナー経験



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期間区分 前期 時間数 37.5

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

講師区分 常勤 講師名 関係実務経験ジョノー
Marani、L'sEclaireur、

2G2L　Fashion　Design and Consultingに
デザイナーとして勤務

コンテストスタイル画作品④（ユニフォームコンクール「第24回千年大賞」）
提出日：7/6/2022（水）

6/22/2022

6/29/2022

コンテストスタイル画作品⑤（第97回装苑賞）
提出日：7/20/2022（水）

7/6/2022

7/13/2022

7/20/2022

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

デザインクリエーション 専攻科

選択区分
必修 or 選択 授業形態 企業連携（企業名）

必修 実技・実習 なし

1.テーマや素材、世にある優れたデザインに目を向け想像応用力（コンテスト）を養う.
2.コンセプト、デザインストーリーの構築を理解する。

企画書、仕様書の作成

授業姿勢、製作課題評価

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

1
実践実習

コンテストスタイル画作品①（第22回YKKファスニングアワード）
提出日：5/9/2022（月）

4/13/2022

4/20/2022

4/27/2022

コンテストスタイル画作品②（ナゴヤファッションコンテスト2022）
提出日：5/23/2022（月）

5/11/2022

5/18/2022

コンテストスタイル画作品③（日暮里ファッションデザインコンテスト2022）
提出日：6/15/2022（水）

5/25/2022

6/8/2022

6/15/2022



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期間区分 後期 時間数 57.5

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

講師区分 常勤 講師名 関係実務経験ジョノー
Marani、L'sEclaireur、

2G2L　Fashion　Design and Consultingに
デザイナーとして勤務

11/30/2022

企業連携（企業名）

必修 実技・実習 なし

1.テーマや素材、世にある優れたデザインに目を向け想像応用力（クリエーション）を養う.
2.コンセプト、デザインストーリーの構築を理解する。
3.プレゼンテーション力の強化（資料、素材の収集〜ストーリーの構築）

企画書、仕様書の作成

9/7/2022

9/14/2022

9/21/2022

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

デザインクリエーション 専攻科

授業姿勢、製作課題評価

選択区分
必修 or 選択 授業形態

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

1
実践実習

デザイン手法

9/28/2022

10/5/2022

10/12/2022

2
応用実習

修了作品表現研究

10/19/2022

10/26/2022

11/2/2022

11/9/2022

11/16/2022

3
発展実習

修了作品製作（作品製作）

12/7/2022

12/14/2022

12/21/2022

1/11/2023

1/18/2023

1/25/2023



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期区分 通年 時間数 92.5

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

講師区分 常勤 講師名 関係実務経験花澤　由里子
アパレル企業にてパタンナー及び
生産管理のアシスタントとして勤務

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

高度造形実習 専攻科

必須 実技80%、 講義20% なし
選択区分

必修 or 選択 授業形態 企業連携（企業名）

1課題評価　デザインにあった製図が引けているか、提出物への総合評価。
2授業態度　出席率・集中度等。
＊総合評価100ポイント。成績評価が60点未満の場合は補習の対象。

・コレクションディティールなどから引用して、デザインを学ぶ。
・製図、立体いずれかで型紙を作り理解する。
・素材、各デザインに応じた縫製を学ぶ。

・より高度な製図・立体技法を用いて複雑かつ美しいフォルムの研究を行う。
・多種類素材の扱い、技法の研究を行う。

デザイン画を元に型紙をおこす 4月28日〜5月19日

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

コレクションの中からディティールを選びオリジナルデザインをする 4月14日〜4月21日

トワル制作 5月26日〜5月26日

本縫い 6月9日〜7月21日

型紙修正 6月2日

卒業制作に向けてのディティール試作・研究 9月15日〜10月6日

卒業制作に向けて特殊素材の研究 9月1日〜9月8日

10月27日〜11月10日

卒業制作　モデルサイズでのオリジナルデザインの製図 10月13日〜10月20日

卒業制作　本生地裁断 11月24日

卒業制作　シーチング仮縫い・パターン修正 11月17日

卒業制作　シーチング仮縫い準備

卒業制作　実物仮縫い 12月8日

卒業制作　実物仮縫い縫製 12月1日

卒業制作　本縫い 12月15日〜2月2日

卒業制作　小物制作 2月2日〜3月2日



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期区分 前期 時間数 35時間

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

1

2

3

4

5

6

講師区分 講師名 関係実務経験

履修期間

卒業制作ファッションショー制作実習 専攻科

授業科目名 履修対象学科クラス

必須 実技８０％・講義２０％

授業形態 企業連携（企業名）

なし
選択区分

必修 or 選択

話し合いの協調性・自己主張・デザインの発想力での評価

話し合いの協調性・自己主張・デザインの発想力を養う。

ショー企画、全体会議
ファッションショーのテーマ及びカテゴリー名を考える。衣装デザインを準備する。

仮決定・プレゼンテーションを準備する。理事長にプレゼンテーションをする。 4/22〜5/20

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

リーダー決定・全体テーマ出し 4月15日

カテゴリー案出し。仮決定。 5/27〜6/10

カテゴリーごとに分かれて打ち合わせをする。 7/1〜7/15

担当分け。プレゼンテーションを準備。理事長にプレゼンテーションをする。 6/17〜6/24

ラフな卒制デザイン画提出 7月22日

常勤 鷺 .花澤. 内山.　ジョノー ○



 2022年度　東京服飾専門学校 学科別シラバス 　　

期区分 後期 時間数 60

科目概要

習得項目

評価方法

ステップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講師区分 常勤 講師名 関係実務経験花澤　由里子
アパレル企業にてパタンナー及び
生産管理のアシスタントとして勤務

12月16日〜2月3日

卒業制作　小物制作 2月3日〜3月3日

授業科目名 履修対象学科クラス 履修期間

パターン製図 専攻科

選択区分
必修 or 選択 授業形態 企業連携（企業名）

必須 実技80%、 講義20% なし

・より高度な製図・立体技法を用いて複雑かつ美しいフォルムの研究を行う。
・多種類素材の扱い、技法の研究を行う。

・コレクションディティールなどから引用して、デザインを学ぶ。
・製図、立体いずれかで型紙を作り理解する。
・素材、各デザインに応じた縫製を学ぶ。

1課題評価　デザインにあった製図が引けているか、提出物への総合評価。
2授業態度　出席率・集中度等。
＊総合評価100ポイント。成績評価が60点未満の場合は補習の対象。

授
業
計
画

学習内容・単元習得目標 期間（月日）

卒業制作に向けてパターンの研究 9月2日〜9月9日

卒業制作に向けての素材・テクニック研究 9月16日〜10月7日

卒業制作　モデルサイズでのオリジナルデザインの製図 10月14日〜10月21日

卒業制作　シーチング仮縫い準備 10月28日〜11月11日

卒業制作　シーチング仮縫い・パターン修正 11月18日

卒業制作　本生地裁断 11月25日

卒業制作　実物仮縫い縫製 12月2日

卒業制作　実物仮縫い 12月9日

卒業制作　本縫い


