服装学部で学ぶ主な教養科目
ファッションを学ぶということは、ファッションだけを学ぶということではありません。
服 装 学 部 で は、
4 年間ファッションを学ぶ 環 境に身を置きながら、幅 広い 教養を身につける総合教養科目、グローバル化の進む業
界で活躍するために必要な外国語科目、自分の将来を切り拓くためのキャリア形成教育科目など、さまざまな科目もともに学び、
一人の社会人としての基礎力や総合力を高めます。専門分野を越えた幅広い教養と課題を洞察できる視野を持ち、専門分野その
ものの理解を進めるためにも、総合教養科目をはじめとしたこれらの科目は、重要な土台となります。

（

計

）：卒業に必要な履修単位数
〈総合教養科目〉

総合教養科目
・
外国語科目
（30）

総合教養科目 13 以上
外国語科目 4 以上

・スタディスキルズ
・音楽 A
・異文化コミュニケーション
・マルチメディア概論（文書処理を中心に）
・食文化と調理（エンジョイクッキング） など

124 単位

コラボレーション科目
（2）

教員は専門を問わず、学生は学部・学科・
学年を越えて、集中授業の方式で開講さ
れるユニークな科目です。

キャリア形成教育科目
（2）

・キャリアデザイン（導入編）―フレッシュマンキャンプ―
・キャリアデザイン（展開編）―コースセミナー―
・キャリアデザイン（実践編）―インターンシップ―

〈外国語科目〉

・英語プラクティスⅠ・Ⅱ
・基礎フランス語Ⅰ・Ⅱ
・スタートアップ中国語
・TOEIC 入門 A など

専門教育科目
（78）

▶ 各学科・コースページを参照

自由選択科目
（12）

いずれの選択科目の中からでも履修が可能

単位は、授 業を受けて 試 験 などに合 格することで 取 得がで きます。服 装 学 部 卒 業には 上 記 の単位を取 得する 必 要 があります。

※カリキュラムは変 更される場 合 があります。記 載 のカリキュラムは 概 要となりますので 詳 細 は入学 後 に配 布される「履 修 要 項 」などを 参 照してください。

ファッション社会学科で学ぶ主な専門科目
ファッション社会学科では、全コース共通の基本的な専門科目として、下記の科目を学びます。

1年次 の主な 専門 科 目

2年次の主な専門科目

●服装社会学

ファッションビジネス論

●服装心理学

●日本服飾史

ファッション産業の全体 概要を学
ぶ科目。ファッションとその関 連
業界におけるビジネスの仕組みを
理解します。

●現代ファッション論

●西洋服飾史
●ファッションビジネス論

●ビジネス・コミュニケーション英語 A・B
○アパレル商品企画論

●被服造形学演習

○メンズファッション論

○被服造形学実習Ⅰ

○日本民俗服飾

○流行論

○消費者行動論

○マーケティング論

○広告論

○ファッションデザイン画Ⅰ

○日本中世・近世の服飾

○色彩学

ビジネス・コミュニケーション英語
Ｂ
ビジネスに必須の英語表現を中心
に、場面や状況に応じた表現の幅
を広げ、コミュニケーションの応用

○流通論

など

○ファッション産業構造論
○国際ファッション論

など

3年 次の主 な専門科目

4年次の主な専門科目

○ Fashion English

○ファッション統計学

○国際アパレル産業論

○ファッション雑誌研究

など

○アパレルの色彩技術
○ファッション販売論
○ポップカルチャー研究
○服装環境論

など

アパレルの色彩技術
春夏／秋冬のコレクションなどの映
像を用い、企画・販売において重要
な要素である色彩について実践に役
立つ理論を学びます。

ゼミナールでの学びは、それぞれの
専門領域から現在のファッションが
置かれている環境を把握・分析する
ことで、それらを未来へと活用して
いくことができるようにもなります。

3 年次よりコースに分かれて学ぶ専門科目
3年次からはコースに分かれて、より専門の知識を身につけるための科目を学びます。

服装社会学コースで学ぶ「専門科目」

●必修 ○選択

3

心理・社会・文化という3つの学問をファッショ
ンと関連させて学ぶ服装社会学コース。具体

●服装社会学総合研究 A

年次

的には、
「現代ファッションの心理学」や「スト
リートファッション研究」、
「地域研究」など、
ʻ流行ʼやʻファッションʼといったキーワードを切

●服装社会学演習Ⅰ
○社会調査演習

4

年次

●服装社会学総合研究 B
●服装社会学演習Ⅱ
●卒業研究

○現代ファッションの心理学

○都市生活論

○ストリートファッション研究

○産業社会学

○イメージ論

り口に、学問的にアプローチして考える力を磨

○地域研究

きます。

ファッションビジネスコースで学ぶ「専門科目」

●必修 ○選択

3

企業と同じソフトを使いながら、自分で考えた
ブランドの企画マップなどのビジュアル資料を

年次

作成する「デザインとマーケティング」や、ネッ

●ファッションビジネス演習Ⅰ
●ファッションビジネス総合研究
○デザインとマーケティング

4

●ファッションビジネス演習Ⅱ

4

●グローバルファッション
マネジメント演習Ⅱ

年次

●卒業研究
●ファッションビジネス戦略論

○ビジュアルマーチャンダイジング演習

トショップなど最新の業界の動向についても学

○ショップマネジメント論

ぶ「ファッションビジネス総合研究」など、今の

○マーケティングリサーチ演習

ファッションビジネスを意識した科目が充実し

○ディスプレイ演習

ています。

○ VMD の色彩理論
○ブランドマネジメント論

グローバルファッションマネジメントコースで学ぶ「専門科目」

3

グローバ ルな感 覚を身 につける一 環として
Global Business Environmentなどの授業

年次

は英語で行うほか、3年次の
「グローバルファッ

●必修 ○選択

●グローバルファッション
マネジメント演習Ⅰ
● Advanced English（TOEIC）

ションマネジメント実習（企業研 修）
」では、香港

●グローバルファッション
マネジメント実習（企業研 修）

やオーストラリアの学校と提携を結び、国内の

○グローバルマーケティング論

年次

○グローバルマネジメント B
○産業社会学
○ Global Business Environment

○グローバルマネジメント A

外資 系企 業もしくは海 外企 業での長 期 的な

◯現代服飾文化史

インターンシップを通して、多くのものを吸収

◯ショップマネジメント論

することができます。

服飾文化史コースで学ぶ「専門科目」

●必修 ○選択

3年次必修のキャリア形成教育科目では、
コース
セミナーとして歌舞伎や宝塚歌劇の鑑賞を通し、
伝統文化への関心を高める機会を設けています。
4年次の選択科目「実物史料研究」は、ドレスや
コルセット、きものや軍服など、服飾博物館に
ある活きた史料から、縫い目や織り、仕立てな
どを実際に触れて見ることができる貴重な体験
ができます。

●卒業研究

3

年次

●服飾文化史演習Ⅰ
○ファッションメディア史
○民族服飾 A
○近代服飾文化史
○化粧文化史
○現代服飾文化史
○染織文化史（日本／世界）
○アジア服飾史

4

年次

●服飾文化史演習Ⅱ
●卒業研究
○実物史料研究
○民族服飾 B

