
令和 4年度

ジュエリー学科

シ ラ　バ　ス



本校の学習ステップ

1 年次

基
礎

1 年次は 3 年間の学習の『基礎』です。デッサンや塑像などを通

して「ものづくり」の根幹となる造形力を養います。また、貴金

属や宝石といったジュエリーの素材を加工するための基本的な技

術をしっかりと身に付けます。さらにジュエリーのアイテムや素

材、流通などの基礎知識を学習します。

2 年次

応
用

2 年次は『応用』期間です。1 年次に身に付けた基礎的な知識・

技術を応用して、素材をジュエリーとして形にするためのデザイ

ン・制作の方法を学習します。また、総合演習課題では「自分の

デザインを自分の手でジュエリーに」をモットーに各自のテーマ

に沿って制作を行います。

3 年次

実
践

3 年次は『実践』期間です。ジュエリー業界で活躍する多くの非

常勤講師の直接指導を受け、多彩な技術と広い視野を身に付けま

す。また、卒業制作課題では各自がテーマを持ち、クリエイティ

ビディを大いに発揮して 3 年間の集大成となる卒業制作に取り組

みます。



本校のカリキュラム

１　
年　

次

２　
年　

次

３　
年　

次

前期 後期

彫金基礎 ジュエリーメイキング基礎

ジュエリーデザイン基礎造形基礎

ジュエリー基礎知識１ ジュエリー基礎知識２

ジュエリーメイキング応用

ジュエリーデザイン応用

応用選択

総合演習１ ポートフォリオ演習

企業研究

彫る、削る、延ばすといった基本的な金属加工
技術について手板などを使って学習します。

基本的なジュエリーアイテムの制作実習を通し
て、ジュエリーの制作方法について学習します。

幾何学形態から自然物まで、形状を正しく見て
的確に描いて人に伝える手法を学習します。
また、造形物の発想方法を学習します。

ジュエリーの素材やアイテムの描き方と、発想
方法について学習します。

貴金属や宝石などのジュエリーの基本的な素材
や、商品知識について学習します。

宝石についての発展的な学習と宝飾史、コスト
計算の基本について学習します。

ジュエリーを量産するための応用的な技術や新
規技術について学習します。

市場ニーズに沿った企画やデザインを理解し、
量産するための応用的な技術や新規技術につい
て学習します。

知識・技術の幅を広げるための専門的な学習を
行います。

「自分のデザイ
ンを自分の手
でジュエリー
に」をモットー
に、オリジナ
ルジュエリー
の企画、デザ
イン、制作ま
でを一貫して
実習し、ジュ
エリー制作を
総合的に学習
します。

２年間の学習をふりかえり、成
果物の写真をポートフォリオに
まとめます。また３年次へ向け
て自分のクリエイティブの原点
を探りブック (My Book) にまと
める学習をします。

ジュエリー業界研究、企業研究、
自己分析をして就職の希望を明
確にします。また就職支援とし
てビジネスマナーや履歴書作成
などキャリアカウンセラーから
直接指導を受けます。

実践選択Ｂ 卒業制作

より実践的な専門的
知識・技術について
学習します。

予定就職先を見据え
てより深めたい専門
的知識・技術につい
て学習します。

カリキュラムのモッ
トーである「自分の
デザインを自分の手
でジュエリーに」の
第二弾となる課題で
す。
前半の実践選択をふ
まえ、卒業制作につ
ながるテーマの設定
や技術の研究を行い
ます。

3年間の学習を通し
て見えてきた自らの
テーマに基づき企
画、デザイン、制作
までを行います。
また卒業制作発表展
に向けた展示計画の
立案を学習します。

※12講座より 4講座
を選択します。
  （１講座 16 回）

□プロダクト系講座
：6講座
□デザイン系講座
：4講座
□ビジネス系講座
：2講座

※24講座より 8講座
を選択します。
  （１講座 8回）

□プロダクト系講座
：10 講座
□デザイン系講座
：7講座
□ビジネス系講座
：7講座

実践選択Ａ 総合演習２

※3講座より 1講座を選択します。（１講座 16 回）

※4月上旬～ ※6月上旬～ ※10 月上旬～ ※12 月上旬～

※10 月上旬～ ※12 月上旬～

※カリキュラムは予告なしに変更することがあります。



■１年生 前期
彫金基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
造形基礎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
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■シラバス■　1年　前期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

穂坂、前田

彫金基礎 穂坂

令和４年度 前期

授業計画

■彫金基礎（６４回）
□導入（２回）

①講義（貴金属加工技術の基礎知識）
②購入工具確認　③安全講習　④校長特別授業

□工具整備（４回）
工具（すり板、ヤットコ、カニコンパス、ピンセット等）の加工

□貴金属加工（10回）
①ケガキ　②切断　③曲げ　④圧延　⑤ロウ付け　⑥仕上げ

□線引き加工Ⅰ（６回）
①線材加工　②丸環製作　③パイプ材加工

□表面処理（18回）
①テクスチャー手板制作
②アイテム制作（提出物１・２）　ペンダント：2点

□彫金（22回）
①講義　②鏨製作　③手板（毛彫り、丸毛彫り、片切り彫り、蹴り彫り）
④彫金画（提出物３）　⑤校長特別授業

□振返り（２回）
①筆記試験　②提出及び講評

学習項目：到達目標

■導入：貴金属加工に必要な金属の基礎的知識について理解する。
 また安全講習を通して、教室及び設備の正しい利用方法を理解する。

■工具整備：加工工具の役割や正しい使用方法について理解する。

■貴金属加工：貴金属加工の基礎的な知識、技術を理解し習得する。

■線引き加工Ⅰ：線材及びパイプ材を製作し線引き加工を理解する。また丸環
 の製作方法 について習得する。

■表面処理：金属の様々な表面処理の知識・技術について理解し、ジュエリー
　制作において適切な表面処理を選択出来るようになる。

■彫金：日本の伝統彫金について学び、基本的な鏨による彫りを理解する。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

授業内で配布するプリント

その他

■持ち物：工具一式
■服装

：作業に適した服装で授業に臨んで下さい。サンダル、ヒール等は禁止しま
　す。髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業
　帽を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めません。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・授業内成果物（提出物１・２・３）
・筆記試験
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■シラバス■　1年　前期

科目担当

・授業では基本的に入学時に購入したデザイン用具を使用します。
・デッサンなどのモチーフを購入(300円程度)して用意していただく場合があります。
・授業中の学生からの情報共有はスマートフォンなどで撮影した画像を利用します。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◆作品
◆授業中に共有する作品写真など
※科目の評価は、各学習項目の授業回数の割合に応じて合算して行う。

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

猪股、佐々木、花輪

造形基礎 佐々木

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■デッサン(16回)
□卓上デッサン
□塑像

■平面・立体構成(32回)
□点
□線
□面
□塊

■宝石の描き方(16回)
□基本形態
□ファセット・カット
□丸玉、カボッション・カット
□パール、その他の外観的特徴

【全64回を遠隔授業で実施します】
・教員（自宅）/学生（自宅）
・遠隔の場合にリモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

■デッサン
モチーフを正しく見て描き、他者に伝えることができる。また、モチーフの造形的な面白さ
や美しさを発見することができる。

■平面・立体構成
造形の要素やその配置構成と視覚的効果について理解することができる。いろいろな素
材を使って立体造形することで、素材の特徴や加工方法を理解することができる。

■宝石の描き方
宝石の種類やカット形状のデザイン的特徴を理解し画に描いて表現することができる。

◆ジュエリーコーディネーター3級テキスト
◆授業中の配布資料

その他
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■シラバス■　1年　前期

科目担当

ジュエリーコーディネーター3級テキスト、授業中配布するプリント

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

■素材管理　：2回　・サイズのソーティング　（ピンセット）
・色とキズのソーティング（ピンセット、ルーペ）

成績評価の方法 各項目ごとに筆記試験、レポート等で評価する。

授業計画

学習項目：到達目標 ■貴金属知識基礎　：貴金属の種類及び基本的な宝石の種類の理解。

■宝石学基礎１　：宝石鉱物の産状と諸性質の理解。

■ジュエリー概論　：ジュエリー製造工程と市場の理解。

■ジュエリー概論　：2回　・ジュエリー製造の流れと市場（JC3級テキスト）
・かいてらす見学（レポート提出）　　※新型コロナ感染状況により別途実施日を指定

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■商品知識基礎　：ジュエリーの基本的な商品知識の理解。

■貴金属知識基礎　：1回　・貴金属の種類及び合金の種類。（JC3級テキスト）

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全16回/64時間/2単位

高橋

ジュエリー基礎知識１ 高橋

令和４年度 前期

■素材管理　：基本的なソーティング技術の習得。

■商品知識基礎　：4回　・リング　・ネックレス　・ペンダント　・イヤリング/ピアス　　　　・
ブローチ　・ブレスレット　・メンズジュエリー　・ティアラ/帯び留（JC3級テキスト）

■宝石学基礎１　：7回　・宝石概論　・ダイヤモンド　・ルビー＆サファイア
・エメラルド＆他のベリル　・クリソベリル　・オパール　・ヒスイ　・トルマリン
・ガーネット　・ペリドット　・クンツァイト　・ブルーゾイサイト　・水晶＆メノウ　・珊瑚
・コハク　・真珠（JC3級テキスト）
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■シラバス■　1年　後期

科目担当

■リング制作：様々な基本形状のリング制作を通し、リングの制作行程につい
て理解し、習得する。

■線引き加工Ⅱ：①可動部品の知識と加工技術を理解する。
②線材とパイプ材を利用しジュエリーアイテムを提案、

制作することが出来る。

■石枠制作及び石留：手巻き石枠の制作技術及び石留方法の習得。

■覆輪枠リング：覆輪枠リングの制作行程について理解する。

■パイプ枠リング：貴金属装身具製作技能士3級合格レベルの技術習得。

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■ジュエリーメイキング基礎（64回）
□リング制作（16回）

①講義（Silver925の特性、リングサイズ、地金取り計算）　②吹き延べ
③工具整備　④基本リング制作（平打ち・シノギ・甲丸・すり出し）

□線引き加工Ⅱ（12回）
①金具制作（ペンダント)

※前期「彫金基礎」の真鍮製“ハート”を使用します。
②線材、パイプ材を用いての石付きイニシャルペンダント制作　※提出物１

※ジュエリーデザイン基礎とのコラボ課題

□石枠制作及び石留（12回）
①バチ環付きペンダントⅠ（覆輪枠）
②バチ環付きペンダントⅡ（鬼爪枠）

□「〇△□」ジュエリー（10回）　※提出物２
※1年後期科目「ジュエリーデザイン基礎」とのコラボ課題

□パイプ枠リング（14回）　※実技試験
※貴金属装身具製作技能士3級相当課題

※提出物は校内及び学外での展示を予定しています。

授業内配布プリント

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

穂坂、前田

ジュエリーメイキング基礎 穂坂

令和４年度 後期

■持ち物：工具一式
■服装

：作業に適した服装で授業に臨んで下さい。サンダル、ヒール等は禁止しま
　す。髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業
　帽を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めません。

・授業内成果物（提出物１・２）
・実技試験（パイプ枠リング　※技能士3級相当課題）

学習項目：到達目標

4



■シラバス■　1年　後期

科目担当

◆CAD/CAMで使用するソフトウェア「Rhinoceros」は各自のPCに学校のライセンスを
「チェックアウト」して使用し、30日毎に更新すること。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◆提出物およびテスト
※科目の評価は、各学習項目の授業回数の割合に応じて合算して行う。

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

猪股、佐々木、西、清水浩※

ジュエリーデザイン基礎 佐々木

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

■貴金属の描き方
貴金属の種類や形状のデザイン的特徴を理解し画に描いて表現することができる。
■製図とレンダリング
ジュエリーの基本的なアイテムについて、基本的な構造と正しいスケール感を理解し、
製図やレンダリングで表現することができる。
■デザイン提案基礎
ジュエリーの基本的なアイテムについてデザインを発想しデザイン画で提案することが
できる。
■ジュエリーデザイン概論
ジュエリーの成り立ちや役割を理解し、国内外の主要ブランドを分析することでブランド
の意義や役割を学び、自分が将来作りたいジュエリーやブランドのイメージをもつことが
できる。
■CAD／CAM
基本的なCAD（Computer Aded Design）の操作とCAM（Computer Aded Manufacturing）
の連携方法を理解し、ジュエリーアイテムを製作することができる。

■貴金属の描き方(16回)
□面的な形状
□線的な形状
□リングの着彩
□「イニシャルペンダント」のデザイン
■製図とレンダリング（8回）
□製図
□レンダリング
■デザイン提案基礎（8回）
□「○△□ジュエリー」のデザイン
■ジュエリーデザイン概論（16回）
□概論,産業論,デザインの基礎知識
□ブランドを知る,好みを見つける
□好みのブランド分析
□私が作りたいブランドイメージ
■CAD／CAM基礎（16回）
□３D基本操作
□３D編集の基本
□トレースと３D化
□立体編集
□応用操作

【全64回を遠隔授業で実施します】
・教員（学校）/学生（自宅）
・リモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

◆ジュエリーコーディネーター3級テキスト
◆CADテキスト
◆その他の配布資料

その他
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■シラバス■　1年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■宝飾史　：ジュエリーの歴史を学び、各時代における様式を理解する。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

高橋、加納喜代美※、内藤綾子※

ジュエリー基礎知識２ 高橋

令和４年度 後期

■宝飾史　：
①宝飾史の概要（ジュエリーとは何か、宝飾史を構成する要素、ジュエリーのはじまり。）
②紀元前～中世（ジュエリーの礎）
③近世（ルネッサンスと宝石）
④近代I（ジョージアン～ヴィクトリアン初期）
⑤近代II（ヴィクトリアン中期～後期、エドワーディアン）
⑥芸術運動と40’s－50’sのジュエリー

■JC3級試験対策　：2回、JC3級試験対応のコーディネート演習　　※JC3級テキストP242～253

学習項目：到達目標 ■ジュエリーコーディネート　：JC3級試験対応のコーディネート知識を理解する。

■JC3級試験対策　：JC3級相当の販売知識を理解する。

■宝石学基礎２　：前期の宝石学基礎１を踏まえ、特に有名宝石種について理解を深める。

■宝石学基礎２　：6回、概論、ダイヤモンド、ルビー・サファイア、エメラルド

JC3級テキスト、授業中の配布プリント

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

■JC3級試験対策　：2回、ジュエリー販売基礎演習　　※JC3級テキストP216～237

成績評価の方法 各項目ごとに筆記試験、レポート、提出物等で評価する。

授業計画
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■シラバス■　２年　前期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

花輪、仲、清水幸雄※、水上信一※、渡辺満穂※、石川空※

ジュエリーメイキング応用 花輪

令和４年度 前期

授業計画

■ジュエリーメイキング応用（全６４回）

●ワックス原型（16回）
〇石枠付きリングの制作
〇オーバル枠ペンダント原型制作

◆鋳造（2回）
〇キャスト工程の学習

★仕上げ（1４回）
〇やすり掛け バレル研磨
〇耐水ペーパー、シリコンポイントで研削
〇石留め
〇バフ掛け

▲宝石加工（32回）
〇手摺りファセットカット
○治具を使用したファセットカット
○宝石の彫刻加工

学習項目：到達目標
ジュエリーメイキング応用：ワックス原型加工、鋳造、仕上げ、宝石加工の各技
術を通じてジュエリー製造のプロセスを理解する。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

ジュエリーコーディネーター３級テキスト　授業内で配布するプリント

その他

■持ち物：購入工具一式
◆地金：笹吹き地金（鋳造時に各自必要な重量を使用します）
◆鋳造：教材費￥３,０００程度（課題で使用するキャスト済みの空枠）
　　※学校で一括注文し、授業内で代金を回収します。

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物
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■シラバス■　2年　前期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

猪股、佐々木、芦川恵治※、伴野裕子※

ジュエリーデザイン応用 猪股

令和４年度 前期

授業計画

■デザイン提案応用(16回)
□様々な用紙と画材による表現方法
□ジュエリーデザインの発想応用

■企画デザイン(16回）
□企画書の基礎知識及びジュエリーの企画書
□プレゼンテーション基礎

■CAD/CAM応用(32回)
□実践的な使用方法(レイトレースとGrashopper、netfabb)
□ﾊﾟｰﾂ,金具の構造とブローチの設計
□デザインの3D化、コスト計算、デザインへのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
□チャームの設計
□石座の設計
□可動部のあるジュエリーの設計

【全64回を遠隔授業で実施します】
・教員（自宅）/学生（自宅）
・遠隔の場合にリモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

学習項目：到達目標

■デザイン提案応用
□市場に流通するジュエリーの流行や動向について理解し、より多くの消費者の心に響
く新たなデザイン方法及び提案をすることができる。

■企画デザイン
□企画書の基礎知識及びジュエリーの基本的な企画立案について理解する。
□プレゼンテーションの基本的な知識・技術を理解する。

■CAD／CAM応用
□ブローチの制作に必要となる金具の知識とCADの応用的な操作方法を習得する。
□デザインしたアイテムを3D化し、コストの再検討とデザインへフィードバックする手法を
習得する。
□可動部品と石留めの構造を理解し、設計手法を習得する。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

◆授業で配布する資料
※すべての配布資料はファイルなどで整理・保管し、授業に用意すること。
※配布資料について、整理した上で必要なものを用意すること。

その他

◆「Rhinoceros」は各自のPCに学校のライセンスを「チェックアウト」して使用し、30日毎
に更新すること。
◆返却された提出物はファイルする他、スキャンしてデータを保存するなどし、就職活動
の際に利用できるよう大切に保管すること。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◆提出物及びテスト
※科目の評価は、各学習項目の授業回数の割合に応じて合算して行う。
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■シラバス■　2年　前期

科目担当

■実践制作：技能検定2級相当の制作技術を習得する。

■導入：国家資格である「貴金属装身具製作技能士」について理解する。

■導入（1回）
①「貴金属装身具製作技能士」について
②課題説明

授業内で配布するプリント

その他

■定員：12名程度
■持ち物：工具一式　※その他必要なものについては授業初日に案内します。

■服装：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　　　　　髪の長い人は工作機械等に巻き込まれないように束ねること。
　　　　　　守れない場合は授業への参加を認めない。

☆検定合格レベル到達には授業時間外での練習が必要となります。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

■実践制作（2回）　※AM・PM終日授業
①K18について（加工特性、取り扱い等）
②検定試験を想定した終日練習
※使用地金：K18

成績評価の方法 実技試験及び制作ノート

授業計画

■基礎制作（9回）
①各工程の解説及び実演
②課題の反復練習
※使用地金：真鍮

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■基礎制作：各工程の理解を深め、要点を押さえた制作が出来るようになる。

■振り返り（2回）　※AM・PM終日授業
①実技試験（真鍮使用）
②総評

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

後藤尚久※

応用選択プロダクト 穂坂

令和４年度 前期

■応用制作（2回）　※AM・PM終日授業
：2回の授業内で完成を目指し、全工程の確認を行う。
※使用地金：真鍮

学習項目：到達目標
■応用制作：全体の工程を把握し、無駄のない制作工程を理解する。
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■シラバス■　2年　前期

科目担当

授業計画

□図形ツール：基礎ふりかえりと応用

□ペンツール：基礎ふりかえりと応用

□演習課題①
・ペンダントやイヤリングのパーツおよびデザイン

□演習課題②
・ソリテールリングの製図

□演習課題③
・ハーフエタニティリングの製図

学習項目：到達目標

■Illustratorによる製図
　ジュエリーのデザイン業務において、コンピューターグラフィックソフトを使って
デザイン画や製図を描く場合、手による描画と比べ、データのコピー＆ペースト
が簡単に行えることや小さな図を拡大して表示できることが、大きなメリットであ
る。デッサン力を身に付け、手で描く力が十分に備わった上で、コンピューターグ
ラフィックを扱える能力が求められる。ここでは、Adobe Illustratorを使ったジュエ
リーデザイン画の作画方法について基礎からジュエリーの応用まで学習する。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他
・定員12名程度
・７F多目的教室のコンピューターおよびソフトウェアを使用します。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・提出物
・授業態度

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

丹澤瞳※

応用選択デザイン 佐々木

令和４年度 前期
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■シラバス■　2年　前期

科目担当

配布資料

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
複数回行う実技試験、筆記試験、レポート等で評価します。見学会はレ
ポートで評価します。

授業計画

学習項目：到達目標

■宝石鑑別基礎　：色石の宝石鑑別における各検査項目の基本を理解
する。※ダイヤモンドと真珠のグレーディングは除く

一般の「宝石鑑別書」に記載されている宝石鑑別技法の基礎について学
習します。宝石学の講義も含め実技の授業を１～14回行います。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■土曜日、又は日曜日に市場見学又は産状見学を行います。午前午後
の2回分の出席に相当します。現地集合の為、別途交通費や昼食代、試
料購入費等がかかります。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

内藤綾子※

応用選択ビジネス 高橋

令和４年度 前期

持ち物について。筆記用具、10倍ルーペ、ライト、ピンセット
必要な資料は配布するので、授業中のパワーポイント写真撮影禁止。
その他、重要事項は板書を勧めます。

※新型コロナ感染状況により遠隔授業で実施の可能性があります。
　この場合、教員（自宅）/学生（自宅）になります。
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

花輪、穂坂、井上陽介※、深澤陽一※、水上信一※

総合演習１ 花輪

令和４年度 後期

提出物、授業態度

学習項目：到達目標
総合演習：課題に沿ってオリジナルジュエリーをデザイン、設計、制作、展示まで
を行い、提案できるようになる。

■金属の表現技法研究
○複数の金属表現について実験を行う

■課題１ 『シルバーの板材、棒材を使用して任意のジュエリーを制作する』
〇デザイン検討、決定
〇製作図面作成
〇製作工程検討
〇制作

■課題2『オリジナルカットを使用してジュエリーを制作する』
〇ラフスケッチ
〇デザイン検討、決定
〇製作図面作成
〇製作工程検討
〇制作

■課題3『展示』
〇展示計画検討
〇展示

　【デザイン検討の部分を遠隔授業で実施します】
＊詳細な課題条件と授業スケジュールは別途配布します。
＊状況により対面授業に切り替える場合があります。

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

無し

成績評価の方法

■持ち物：デザイン用具一式、加工工具一式、その他必要なもの

■教材：表現技法研究についてはシルバー925のスクラップ材、又は笹吹き３０ｇ
程度を持参すること。課題①、②の制作に掛かる地金、費用（鋳造費、メッキ代
金）は各自で負担すること。
※入学時に購入した地金や先端工具がないものは制作開始日までに必ず用意
すること。
※宝石類は学校の原石を使用すること。自身で購入した原石については授業
内で教員の確認を得ること。

■服装：加工室を使用するときは作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒー
ル等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

授業計画
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■シラバス■　2年　後期

科目担当

授業計画

■ポートフォリオ作成
　ポートフォリオの目的と構成を理解するとともに、写真撮影と写真編集、レイア
ウト、全体構成などの技術を習得する。

■マイブック
　作品のデザインソースや制作のプロセスをビジュアルで表現することにより、
自分自身の思考を明確化することができるようになる。

■ポートフォリオ作成（16回）
□ポートフォリオ概論
□写真概論
□写真撮影、スキャニング
□写真編集
□レイアウト
□講評会

■マイブック（16回）
□クリエイティブリサーチ(テーマ・コンセプト決定）
□ディベロップメント
□ブック作成
□講評会

【回によって遠隔／対面を実施します】
・遠隔の場合はリモートミーティングを利用します。
・情報共有のためにLINEオープンチャットを利用します。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全32回/128時間/４単位

猪股、佐々木

ポートフォリオ演習 猪股

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

その他
初回の授業に過去の授業の成果物の他、自主制作作品などポートフォリオ及び
マイブックに載せたい作品を全て用意すること。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◇提出物
◇授業態度
※科目の評価は、各学習項目の授業回数の割合に応じて合算して行う。
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■シラバス■　2年　後期

科目担当

※授業期間内における企業主催のインターンシップへの参加は積極的に
勧めています。所定の手続きを取れば授業への出席としてカウントされま
す。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■企業研究　：職種や地域に絞った企業のデータをまとめ、就活の一助と
する。

キャリア教育は別途配布

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 企業研究課題のレポート評価。キャリア教育は筆記試験、レポート評価。

授業計画

■キャリアデザイン（４回）　：・就職活動ガイダンス、
・自己分析と自己アピール、・ビジネスマナー

学習項目：到達目標

■キャリアデザイン　：就職活動、インターンシップに対応する知識とマ
ナーを習得する。

■企業研究（28回）　：【研究対象区分】・ヨーロッパのブランド、・ヨーロッ
パ以外のブランド、・日本のブランド、・日本の販売店、・日本の工房、・日
本のルース販売、・山梨県のメーカー、・山梨の工房、・ジュエリー業界職
域分析、・求人票分析　　他。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全３２回/１２８時間/４単位

高橋、渡邊あゆみ※、他常勤教員

企業研究 高橋

令和４年度 後期
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

授業計画

その他

■定員：12名程度

■用意する材料
地金シルバー９２５（スクラップも可）３０ｇ又は笹吹き３０ｇを授業初回に必ず用
意すること。
　
■服装：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物、授業態度

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

井上陽介※

実践選択Ａ-１プロダクト① 前田

令和４年度 前期

学習項目：到達目標 ■金属工芸：様々な表面処理技法の学習を通じてアイテムの制作をする。

■金属工芸
○スライドレクチャー
○カトルボーンキャスティング
○レティキュレーション
○緋銅
○デザイン検討（宿題）
○制作方法検討
○アイテム制作
○講評

無し
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

佐野恒則※

実践選択Ａ-１プロダクト② 前田

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■貴金属加工実践：取り巻きデザインリングの制作技法を理解する。

■貴金属加工実践
〇地金どり（腕→肩→石枠→爪→腰）
〇石座の制作
〇爪の制作
〇メレ座、爪の制作
〇腕の制作
〇腰、指なじみの制作
〇寄せ
〇下仕上げ
〇石留め
〇仕上げ

＊課題の最終日に提出すること

授業計画

授業内配布プリント

その他

■定員：12名程度

■持ち物：Silver925　角棒　４㎜×４㎜×６０㎜程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※スクラップ材を使用してもよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：12×14　オーバルカット石

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

・定員１２名程度
・連絡および教材の共有のためにLINEオープンチャットを利用します。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・毎回撮影する写真や提出物
・授業態度

授業計画

■写真
　ジュエリーのプレゼンテーションに「写真」は欠かせないものです。店頭や展示会での販
売、商品カタログのみならず、オンラインショップやSNSなどを利用した販売が増えるな
か、ますます重要度は増しています。
　２年次の「ポートフォリオ演習」では、基本的なセッティングとライティングを学習し、紙媒
体での発信を目標にしてスマートフォンを使って撮影しました。
　この授業でもスマートフォンを使った撮影を軸に、インスタグラムを中心としたSNSへの
発信を目標にした撮影について学習します。形や質感を正しく写すことのみならず、目的
やテーマに沿った撮影や、編集による効果について学習します。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

高野瑞生※

実践選択Ａ-１デザイン 猪股

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

□商品撮影の基本と応用：ベーシック～アドバンス

□スマホ撮影の応用：機材の活用

□SNS活用の基本：アカウント取得～投稿

□SNS活用の応用：ブランディング

□写真編集の基本：補正

□写真編集の応用：テキスト,コラージュ,合成

□テーマによる撮影

□テーマによるデザイン

□演習課題　※作品を学外に展示します

・撮影機材として各自のスマートフォンを利用します。
・Instagramのアカウントを取得しアプリをインストールしていただきます。
・Adobe Photoshop(無料版）アプリをインストールしていただきます。
※Andoroidでは使用できる機能に制限がある場合があります。
・作品の学外展示にご協力ください。
・お互いのポートレートを撮影し写真を共有したり、お互いのSNSを閲覧したりします。
※積極的にできる方はぜひ受講してください。

その他
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

前田

実践選択Ａ-２プロダクト① 前田

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■七宝実技実践

〇スライドレクチャー
○七宝基礎知識
○金属と釉薬の関係性
○七宝のロウ付け
○象嵌七宝（バスタイユ、ギヨシェ）
○有線七宝（クロワゾネ）
○透胎七宝（プリカジュール）
○技法研究
○講評

■七宝実技実践
七宝技法を主としたジュエリー制作の知識及び技術を学ぶ。

〇貴金属の基礎知識や加工技術と、ガラス釉薬という異素材の関係性を学ぶこ
とによりジュエリー制作における造詣を深める。

〇母胎制作をする上での注意事項などを手加工で学び知ることで、今後、CAD
やレーザーなどの機械加工にも活かせる胎制作の知識を身につける。

配布プリント

その他

■定員：12名程度

■材料費：￥5,000程度
　　　　　　　（silver950板、純銀平角線、七宝釉薬代など。R4年3月の相場）
  　　　　　　教員がまとめて発注します。  授業内で徴収
　

■服装：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる、又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物、授業態度

授業計画
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■定員：12名程度

■デザインは授業開始前に考えてスケッチ又は模型製作をして初回の授業に
臨むこと。

■持ち物：①『電着ダイヤモンドバー』各自必要な形状に応じてハンドモーターに
取り付けるを購入して持参すること。
　　　　　　　②『防塵メガネ』

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

深澤陽一※

実践選択Ａ-２プロダクト② 花輪

令和４年度 前期

無し

学習項目：到達目標
宝石加工実践：宝石彫刻技法を使用した任意形状の制作方法を理解する。

提出物

■宝石加工実践：任意の宝石彫刻
〇油土を用いて事前にデザインした形状の模型制作（ハードワックスでも可）
〇石の選定
〇石取り
〇切断
〇粗摺り
〇中摺り
〇仕上げ摺り
〇磨き
○講評

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

・定員は１２名程度
・Zbrushは７F多目的室に設置するノート・パソコンを用いる

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 成果物及び出席状況、授業態度

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

仲、芦川恵治※

実践選択Ａ-２デザイン 仲

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■石留め実践(全８回)
パヴェ空枠を設計する手法を学習する。
パヴェ枠に宝石を石留めする手法を学習する。

■CAD/Zburush(全８回)
「ボクセル」と呼ばれる手法を用いたCADソフト「Zbrush」を用い、粘土を押したり引っ張っ
たりするような操作でモデリングする知識、技術について基本的な操作を学ぶ。

■石留め実践(火曜午前)
・Rhinocerosを用い、パヴェ空枠を設計する
・ヤニ台、工具の準備
・「玉ぐり」を用い石留めを行う
【全8回を対面授業で実施する】

※Silver925空枠及びキュービックジルコニアを貸し出す
※加工工具一式及びルーペ、石用ピンセットを持参すること
※使用する石の直径に合わたセッティングバー及びボールカッターを各自で用意すること。
※使用するパヴェ枠の持ち帰りを希望する場合は、同量のSilver925地金を用意すること。

■CAD/Zbrush基礎(火曜午後)
・インターフェイスの理解と基本的な操作
・動植物をモチーフにした有機的な造形
【全8回を対面授業で実施する】

　
                                                      (参考)ソフトウェアメーカーサイトより https://pixologic.jp/

その他
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

■貴金属加工実践：イタリアの伝統技法を学び習得する。

■貴金属加工実践（16回）
〇講義
　⑴裏張り装飾とバッチェッロの役割
　⑵原価計算
○地金取り
○肉付け及びリング形状の成形
○裏張りの成形及び装飾
○裏張りの接合
○覆輪枠の成形及び接合
○石留
○仕上げ※

授業内で配布するプリント

その他

■定員：12名程度

■持物　※各自、下記の地金と石を初回授業（10/7）までに用意しておくこと。
○地金：①Silver９２５　80㎜×25㎜　（ｔ＝1.0㎜）
　　　　　②Silver９２５　70㎜×19㎜　（ｔ＝0.7㎜）
　　　　　※①②のサイズを余裕をもって地金取り出来る材料を用意して下さい。
○石　 ：シングルカボッション（直径10㎜　高さは自由）　※石の種類は不問

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物評価

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

　Anello　Bombato　Su　Lastra　Con　Filetto　Decorato
（アネッロ　ボンバート　ス　ラストラ　コン　フィレット　デロラート）

※仕上げも下記のイタリア伝統技法を学びます。
　　①シルキー仕上げ
　　②ベルベット仕上げ
　　③バッチェラート

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

ジュリオ・ペリチオーニ※

実践選択Ａ-３プロダクト 穂坂

令和４年度 前期

授業計画

学習項目：到達目標

　⇒板材を用いての、装飾付き裏張り仕様の中空リング制作
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

数田敏幸※

実践選択Ａ-３デザイン 猪股

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■ハイジュエリーデザイン１
　ジュエリーの商品開発において、"手で描く"のはとても大切な工程です。それ
はジュエリーを"美しい絵として表現するため"というより"形やサイズ, 素材など
を正しく伝える"ための役割が大きいです。しかし、"手で描く"事の意味として忘
れてならないのは手を動かして"デザインを発想し展開する"という事です。
　この授業では、筆や墨,水彩絵の具を使うことで描かれるハイジュエリーのデザ
インプロセスを体験し、発想力や表現力のブラッシュアップを目指します。

□導入：デザインスキル把握
□デザイン発想：ラフスケッチ,アイディアスケッチ
□ハイジュエリー作家のデザイントレースによるスキルアップ

□毛筆・水墨による作画：アイディアスケッチ,ラフデザイン
□毛筆・水墨による作画：本画
□毛筆・水墨による作画：墨入れ,彩色

□個人オリジナルデブランドデザイン：アイデアスケッチ
□個人オリジナルブランドデザイン：本画,彩色,完成

【全16回を遠隔授業で実施します】
・教員（自宅）/学生（自宅）
・リモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

その他
・定員１２名程度
・入学時にデザイン用具一式を毎回用意して下さい。
・上記以外のデザイン用具は学校から貸し出します。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・作品
・授業態度

授業計画
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

熊谷直樹※、土屋豊※

実践選択Ａ-３ビジネス 高橋

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■資格取得（ネットショップ実務士補）
：ネットショップの基本的知識について学び「ネットショップ実務士補」資格取得を目指す。
※将来ネットショップを開きたいと希望する学生には最適なシュミレーションです。

■資格取得（ネットショップ販売士補）（８回）
１． オリエンテーション、　　　　　　　　　　　　　　　　２．ネットショップ業界を知る
３．優良ショップから学ぶ、　　　　　　　　　　　　　　 ４･５．　業務の流れ
６･７.　ネットショップのプロモーション、運用。　　　　　　８.終了検定テスト
【全8回を対面授業で実施予定】

■資格取得（販売士2級）
：接客マナーや販売技術といった接客業務に関する知識を学び、販売士2級または3級合
格を目指す。

■資格取得（販売士2級）
テキスト： 「販売士2級ハンドブック（応用編）」　2冊セット
日本商工会議所・全国商工会連合会編　　株式会社　カリアック　￥6,710（税込、送料
別）
　
　
■資格取得（ネットショップ実務士補）
テキスト：「改訂版ネットショップ検定公式テキスト　ネットショップ実務士レベル1対応 」
一般財団法人ネットショップ能力認定機構　著
印刷製本版　￥3,300（送料別）、Kindle版電子書籍　￥3,135　　※予定額

授業計画

■資格取得（販売士）（８回）※筆記試験評価
※使用テキスト：販売士ハンドブック（基礎編）
【対面授業の予定ですが、新型コロナ感染状況により全8回を遠隔授業で実施する可能
性もあります。】

その他

■資格取得（販売士2級）
○持ち物：パソコン、JC2級テキスト
○販売士2級試験　2022年６月、７月、2023年2月（予定）、試験科目：・小売業の類型、
・マーチャンダイジング・ストアオペレーション・マーケティング、販売・経営管理。
　
■資格取得（ネットショップ）
○持ち物：パソコン、テキスト
〇ネットショップ実務士補
認定料　￥4,400（税込み　※認定証代込）　※予定額

■定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

■販売士：筆記試験評価
　
■ネットショップ：修了テスト（ネットショップ実務士補認定試験）評価、
※科目の評価は、各学習項目の評価を授業回数の割合に応じて合算して行う。
※学習項目評価：筆記試験、実技試験、提出物及び出席状況
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

俵俊一※

実践選択Ａ-４プロダクト 穂坂

令和４年度 前期

授業計画

■貴金属加工実践（16回）
○課題：プレ・ジュエリーマスターの過去問
　※使用材料:真鍮板及び銀線（φ0.8㎜　ℓ=20㎜）
 
〇実技試験：プレ・ジュエリーマスターの過去問を4時間で行う
　※使用材料:Ag925　丸線（φ0.8㎜　ℓ=20㎜）
　　　　　　　　  Ag925　板（ｔ=0.8㎜　65×25㎜）

学習項目：到達目標
：プレ・ジュエリーマスター（宝飾加工）相当の技術習得

■貴金属加工実践

授業内配布プリント

その他

■定員：12名程度

■用意する材料及び工具
地金：Silver925の丸線 φ0.8（200㎜程度）
　　　　実技試験支給材料と同量のSilver925
　　　　※粉以外で授業後半に返却して下さい。
         ※課題で使用する真鍮板は学校で用意します。
工具：ドリル（φ0.8）

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作
　　業帽を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 実技試験　※授業最終日に行います
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

荒田朋美※

実践選択Ａ-４デザイン 佐々木

令和４年度 前期

学習項目：到達目標

■Materials Research　マテリアルリサーチ
　自然物や身の回りにある人工物など身近な素材を使ってコンテンポラリージュ
エリーの発想方法について学ぶ。
　既存の概念にとらわれない発想力や、素材の特徴を生かし魅力を引き出す造
形力を身に付けて、表現の幅を広げる。
　いつもとは違う素材でジュエリーのアイテムを制作することによって、ジュエ
リーの本質を探求する。

□課題説明

□『Nature Made』（自然物）

□『Artificial Made』（人工物）

□『Combine Work』（組み合わせ）

□アイテム制作

□『Composition』（構成）

□講評会

□展示

【回によって遠隔／対面を実施します】
・学生は毎回登校して制作してください。
・遠隔の場合はリモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。
・教員が登校する週は実施曜日が変更になります。

その他

・定員１２名程度
・教員の指導に従い素材や加工用具を準備してください。
・フォトブックには各自500円程度かかります。
・作品の搬入、展示、搬出に参加してください。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・作品、フォトブック
・授業態度

授業計画
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

 ショッププランニングの基本を理解し、新しいジュエリー販売の
スタイルを提案出来る。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全１６回/６４時間/２単位

土屋豊※

実践選択Ａ-４ビジネス 高橋

令和４年度 前期

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

【全16回を対面授業で予定していますが、新型コロナ感染状況
により遠隔授業で実施の可能性もあります。】

※新型コロナ感染状況によりますが、可能であれば東京都内での「ショッ
ププラン現地調査」も予定しています。参加時には交通費等別途必要で
す。

配布資料

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 ※提出物及びプレゼン評価

授業計画

■ショッププランニング（16回）
・IC戦略、・ショップコンセプト、・STPの確定、
・MD（商品計画）概要、・立地検証、・年間売上在庫計画、
・店舗レイアウト（平面図）、・店舗イメージとVMD計画、
・諸経費仕分けと年間売り上げ計画（計数）、
・事業収支計画、・店頭プロモーション具体案（CS戦略）、
・広告（AD)・広報（PR)計画。

学習項目：到達目標
※将来ショップを開きたいと希望する学生には最適なシュミ
レーションです。
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■シラバス■　3年　前期

科目担当

授業計画

■課題の提示
　・授業開始時に指示する

■デザイン検討
　・アイデアスケッチ
　・ラフスケッチ及び制作技法の検討
　・製作図面を作成

■制作
　・貴金属加工
　・ワックス加工及びCADデータの作成(鋳造技法を利用する場合)
　・仕上げ及び、石留め

学習項目：到達目標

・３年次前期の前半までに学習した知識・技術を活用し、ジュエリーのデザインから
　制作まで行う

・宝石素材及び貴金属を用を用いて制作を行う。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他

・つぎの材料及び消耗品について、学生は各自で用意すること。
　　・宝石及び貴金属
　　・1年次の購入工具で不足した用具
　　　(糸鋸の刃、鏨の株、・ハンドモーター用ポイントなど）
・各自のPCに学校のRhinocerosのライセンスを「チェックアウト」して使用すること。
　チェックアウトは30日毎に更新すること。
・開始から2週間程度は遠隔授業を予定する。
・対面授業の場合、集合・点呼は７F交流スペースに集合

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 成果物及び出席状況、授業態度

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

仲、芦川恵治※、松本孝子※、他常勤教員

総合演習２ 仲

令和４年度 前期
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

井上陽介※

実践選択Ｂ-１プロダクト 前田

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

■金属工芸：杢目金の地金を使用してリングの制作を通じて素材と技術の付加
価値を理解する。

■金属工芸
○スライドレクチャー
○地金下処理
○接合
○パターン検討
○成形
○リング制作
○講評

無し

その他

■定員：12名程度

●金属工芸：用意する材料
　純銀板t=0.8,20×20　10枚
　銅板　ｔ＝0.8,20×20　10枚
　教員がまとめて注文します。約4～5,000円※R4地金発注日の相場
　授業内に徴収します。
　
■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 ■提出物、授業態度

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

芦川恵治※

実践選択Ｂ-１デザイン 仲

令和４年度 後期

授業計画

■CAD/Zburush
・動植物をモチーフにした有機的な造形と効果的なブラシの使用方法
・メッシュのサブディビジョン(分割)を活用したディティールの調整方法
・ファイルの入出力、Rhinocerosでのメッシュ操作と寸法の調整方法
【全8回を対面授業で実施する】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(参考)ソフトウェアメーカーサイトより https://pixologic.jp/

学習項目：到達目標

■CAD/Zburush実践
CADソフト「Zbrush」を用いRhinocerosと連携することで、より実践的なジュエリーをデザ
インする手法を学習する。

※前期「実践選択A-1デザイン」の応用編として位置づけする内容。
　同科目を未履修であっても履修することが出来るが、その場合の学習は基礎的な内容となる。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他
・定員は１２名程度とする
・７F多目的室に設置するノート・パソコンを用いる（対面授業）

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 成果物及び出席状況、授業態度
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高橋

実践選択Ｂ-１ビジネス 高橋

令和４年度 後期

基本リモート授業を予定します。状況により対面授業を行う可能性があります。

学習項目：到達目標

※販売、営業、企画等のトークに応用可能な知識です。

■宝石学応用：宝石鉱床
宝石鉱物毎、または国（地域）毎に産状を紹介していく講義型の授業で
す。
【学習目標】ジュエリーの素材である宝石のグローバルマーケティングと
種類について理解を深める。

1・2回：宝石鉱床概論とダイヤモンド鉱床
3回：ルビー、サファイア鉱床
4回：エメラルド鉱床
5回：トパーズ、オパール、トルマリン、ペリドットの鉱床
6回：南・中・北米の宝石鉱床
7回：アジア、オセアニアの宝石鉱床
8回：中東、ヨーロッパ、アフリカの宝石鉱床

配布資料

その他
配布資料が多いので、プリントのファイルケースを用意すること。
定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 筆記試験

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

■定員：12名程度

■材料費：約\10,000（洋彫り鏨などの特殊工具を購入し、用途に応じて加工し
ます。）
　　   授業内で徴収　※価格は多少前後します。履修生に9月頃連絡します。

■服装：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物、授業態度

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

原　久 ※

実践選択Ｂ-２プロダクト 前田

令和４年度 後期

学習項目：到達目標
■彫り留め：ヨーロッパの伝統技法である洋彫り鏨による石留め技法を学習す
る。

■彫り留め

○レクチャー
○鏨加工・整備
○彫り練習
○石留め
○講評

無し

その他
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

授業計画

□導入

□センターストーンを生かすリフォーム
□複数石を組み合わせるリフォーム
□1 つのジュエリーからふたつ以上のアイテムを生むリフォーム
□石を加えてボリュームアップするリフォーム

□ユーザー A のためのオーダーメイド
□ユーザー B のためのオーダーメイド
□ユーザー C のためのオーダーメイド

□まとめ

【回によって対面／遠隔を指示します】
・遠隔の場合はリモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

学習項目：到達目標

■リフォーム、オーダーメイドのデザイン提案
　ジュエリーとは、単に身を飾るだけのものではなく、お客様の＜生き方＞や＜
人生において大切なもの＞が反映されたものでもあります。お客様の気持ちや
想いに寄り添ったデザインのジュエリーを提案できるスキルは今後ますます必
要になってくるでしょう。この授業では、魅力的なジュエリーをデザインするだけ
でなく、お客様への「提案力」を養います。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他
・定員１２名程度
・製図器セット、色鉛筆を毎回用意して下さい

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◇作品
◇提出状況
◇授業態度

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

関戸和代※

実践選択Ｂ-２デザイン 猪股

令和４年度 後期
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高石浩平※

実践選択Ｂ-２ビジネス 高橋

令和４年度 後期

基本対面授業を予定しています。状況によりリモート授業を行う可能性があります。

学習項目：到達目標

■真珠について理解を深め、グレーディング作業を通して真珠の品質に
ついて判断できるようになる。

10月  3日（月）　真珠の養殖、成因、真珠の種類等
　　　17日（月）　真珠の構造、色、テリ、加工
　　　24日（月）　真珠の鑑別１
　　　31日（月）　真珠の鑑別２
11月  7日（月）　真珠の劣化、修復
　　　 14日（月）　真珠のグレーディング１
　　　21日（月）　真珠のグレーディング２
　　　28日（月）　まとめ、テスト
※内容は予定になります。

配布資料

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 実技試験、レポート

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■定員：12名程度

■持ち物
　　油性ペン、タオル（汚れてもよいもの）

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

大寄智彦※

実践選択Ｂ-３プロダクト 花輪

令和４年度 後期

無し

学習項目：到達目標

提出物

宝石加工実践：細工台を用いてルースを制作し簡単な宝石彫刻技術を習得す
る。

■宝石加工実践（8回）：宝石彫刻技術
〇形状の理解、細工台の安全講習
〇切断
〇粗摺り
〇中摺り
〇仕上げ摺り
〇磨き
※予定より早く完成したものはアイテムにする。

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

石川空※

実践選択Ｂ-３デザイン 仲

令和４年度 後期

授業計画

■CAD/EVANCE
・EVANCEの基礎
・EVANCEによる宝石・石座の配置
・EVANCEによるアイテムへの応用
【全8回を対面授業で実施する】

学習項目：到達目標

■CAD/EVANCE
Rinocerosプラグインソフト「EVANCE」を用い、標準状態から拡張されるコマンドの操作
方法を学習し、宝飾品に多用されるデザインを、より効果的に造形する手法を学習す
る。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他
・定員は１２名程度とする
・７F多目的室に設置するノート・パソコンを用いる（対面授業）

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 成果物及び出席状況、授業態度
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

※基本リモート授業を予定しています。状況により対面授業を行う可能性があります。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

久津間等※

実践選択Ｂ-３ビジネス 高橋

令和４年度 後期

以上の内容を企画書のスタイルにまとめます。

学習項目：到達目標

■VMDの基本を理解し、販売促進ツールの作成方法について学ぶ。

VMD（2回）、POP・DM・パッケージ作成（6回）

持ち物はPC（Photoshop及びIllustratorが使えること）

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 レポート又は提出物にて評価

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

清水幸雄※

実践選択Ｂ-４プロダクト 花輪

令和４年度 後期

提出物

■定員：12名程度

■持ち物
　　油性ペン、タオル（汚れてもよいもの）
■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

学習項目：到達目標

無し

■宝石加工実践
〇スクウェア・シングルカット （振り返り）
〇ローズカット
〇プリンセスカット
〇ブリオレットカット

＊手摺りの基本となるスクウェア・カットを復習してから他のカットの手順に従
い、精度の高いカットを目指す

宝石加工実践：数種類のルースの制作を通じて手摺りのファセットカット技術を
理解する。

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

授業計画

□ガイダンス
□ハイジュエリーの実例紹介
□デザイン用具の確認
□コンセプトを通して自分が何を伝えたいか考える
□テーマに沿った資料収集
□キーワードの整理
□テーマに沿った資料まとめ
□コラージュ
□アイディアスケッチ
□ラフデザイン
□デザイン画作成
□プレゼンテーション
□ふりかえり

【回によって対面／遠隔を指示します】
・遠隔の場合にリモートミーティング、LINEオープンチャットを利用します。

学習項目：到達目標

■ハイジュエリーデザイン２
 ハイジュエリーは、コストのハードルに阻まれずに自由な発想を求められる。し
かし、自由だからこそデザイナーが考えるテーマやコンセプトが大切である。こ
の授業では、情報収集とコラージュによりテーマを深く追求し、全体の形や、素
材の選択と配置について必然性を持たせ、より魅力的なジュエリーデザインをす
る提案力を養う。また、絵具と紙を使って魅力的にデザイン画を表現する表現力
を身に付ける。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■教員が用意する参考資料図書
□Jewelry Design Book Vol.1,Vol.2,Vol.3　□The Art of Designing Jewelry　□Mastery of
an Art Van Cleef & Arpels　□TIFFANY FLORA & FAUNA　□LES MONDES DE
CHAUMET　□WGC Trends Gold

その他
・定員１２名程度
・デザイン用具一式を毎回用意して下さい
・上記以外のデザイン用具は学校から貸与します

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・作品およびワークシート
・提出状況
・授業態度

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

谷中洋子※

実践選択Ｂ-４デザイン 猪股

令和４年度 後期
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物、筆記試験

授業計画

①１０月　４日（火）知的財産権全般（志村）
②１０月１１日（火）特許権・実用新案権（志村）
③１０月１８日（火）意匠権（武居）
④１０月２５日（火）商標権（武居）
⑤１１月　１日（火）知的財産権の調査（志村）※持ち物：ＰＣ
⑥１１月　８日（火）著作権１（武居）
⑦１１月１５日（火）著作権２（武居）
⑧１１月２２日（火）育成者権・不正競争・全体の効果確認（志村）

第８回の「全体の効果確認」は期末テスト

■パテント（8回）　※筆記試験にて評価
○産業財産権
※持ち物：授業内で別途指示します。

配布資料

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

志村正樹※、武居由美子※

実践選択Ｂ-４ビジネス 高橋

令和４年度 後期

※基本対面授業を予定しています。状況によりリモート授業を行う可能
性があります。

学習項目：到達目標
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

学習項目：到達目標
■宝石加工実践
：宝石の枠合わせ加工技術の学習を通じて、宝石加工技術の付加価値を理解
する。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■宝石の枠合わせ加工
（定型、不定形の石枠に合わせて宝石を摺り合わせる技術）

○宝石の枠合わせ技術の紹介
〇キャスト枠に合わせる技術
〇合わせた宝石のカット
〇下仕上げ
〇デザインのアレンジ等 ※研究日に作業する
〇組み立て、石留め
〇最終仕上げ

授業内で配布されるプリント

その他

■定員：12名程度

■教材：キャスト枠 1,000円程度　※授業内で徴収します。

■持ち物：油性ペン、タオル（汚れてもよいもの）

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物

授業計画

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

中野誠※

実践選択Ｂ-５プロダクト 穂坂

令和４年度 後期
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■シラバス■　3年　後期

科目担当科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高橋久美子※

実践選択Ｂ-５デザイン 佐々木

令和４年度 後期

授業計画

□ブライダルジュエリー

□アニバーサリージュエリー

□パールジュエリー

□リングのバリエーション

□モチーフジュエリー

□セットジュエリー

□メンズジュエリー

※課題は変更になる場合があります

学習項目：到達目標

■デザイン提案実践
・ジュエリーデザインの現場で実際に起こり得るケースワークに対し、短時間で
複数型を提案するというスタイルで実践的に学習する。
・課題ごとに展開する講師とのディスカッションや学生間のブレインストーミング
を通して現場感覚の発想展開能力や提案力を身につける。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

その他

・定員１２名程度
・情報共有のためにLINEオープンチャットを利用します。
・プランニングセクション、トレーシングペーパー、製図器セット、色鉛筆を毎回持
参して下さい。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
◇作品
◇授業態度
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

配布資料、ルーペ、ピンセットは持参すること。

その他 定員：12名程度

使用テキスト
参考書（参考資料等）

※全8回のうち2回は市場見学または産状見学を別日に予定しています。この場合、別途
交通費などが発生します。

成績評価の方法 レポートおよび実技試験

授業計画

学習項目：到達目標

■宝石鑑別（応用）
・色石の鑑別：ダイヤモンドとその類似石、合成石、レアストーンを含む。
【学習目標】宝石鑑別を学習し、色石の種類や性質の理解を深める。

全8回：宝石鑑別応用。　類似石のセットを一通りの手法で鑑別します。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

※2年生時の宝石鑑別の選択授業を受講していることを前提とした内容
です。

※基本は対面授業で行います。状況により、リモート授業になる可能性があります。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高橋

実践選択Ｂ-５ビジネス 高橋

令和４年度 後期
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

その他

■定員：12名程度

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■宝石加工実践：テーブル式ファセッターを用いてファンシー・カットの制作
　　　　　　　　　　　　技術を習得する。

提出物

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

中野誠※

実践選択Ｂ-６プロダクト 穂坂

令和４年度 後期

■宝石加工実践（８回）
○研削盤、ラップ盤、研磨剤について
○ラップ盤のスコアリング
○ガードリング　※ガードル研磨機使用
○プレフォーミング　※ガードル研磨機使用
○カッティング　※平面研磨機、ダイヤモンドホイール（♯400,800,1200）使用
○ポリッシング　※銅ラップ、ダイヤモンドペースト使用

☆授業最終日に課題提出

授業内配布プリント
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

・定員１２名程度
・教員は回により自宅／登校で指導します。学生は毎回登校して受講してくださ
い。
・２年生前期応用選択デザイン(コンピューターグラフィック基礎)と併せて履修す
ることをお勧めします。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
・作品、テスト
・授業態度

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

コバヤシアケミ※

実践選択Ｂ-６デザイン 佐々木

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

■コンピューターグラフィック実践
　Adobe Illustratorはジュエリーのデザイン画を描くツールとして現場でも利用さ
れる。特に製作指示書では数値を入力して正確に図形を作成したり、角度を入
力して回転しながらコピーペーストするなど、正確な機能が大変有効である。
　ここでは、ツールの理解から、具体的なジュエリー製作図面の作成まで、幅広
く実践的に学習し、将来的に道具として使えるようにする。

□導入
・基本ツールのふりかえり

□パス

□便利な機能
・CCライブラリやアクション機能の活用

□エンゲージリングの図面トレース

□マリッジ,エンゲージリングの図面作成

□フルオーダーリングの図面作成
・ラフスケッチ⇒製作指示書へ

□フルエタニティリングの図面作成

□確認テスト

・７F多目的教室のPCとソフトウェアを利用します。

その他
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

西京邦浩※

実践選択Ｂ-６ビジネス 高橋

令和４年度 後期

※基本対面授業を行います。状況によりますが、一部リモート授業になる可能性があり
ます。

学習項目：到達目標

■ダイヤモンドグレーディング（8回）

【学習目標】ダイヤモンドについて理解を深めるとともに、各グレードにつ
いて判断ができるようになる。

全8回
・ダイヤモンド概論、
・カラーグレード、
・プロポーション、
・クラリティー、
・総合演習

配布資料

その他
定員：12名程度
ルーペ、ピンセットは持参すること。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 レポート、実技試験、筆記試験

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

その他

■定員：12名程度

■教材費：￥2,000程度（課題で使用する半加工品）
　　※学校で一括注文し、授業内で代金を回収します。

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

小池幸夫※

実践選択B-７プロダクト① 穂坂

令和４年度 後期

提出物

学習項目：到達目標

■貴金属加工実践（８回）
○部品の切出し
○部品のすり合わせ
○組立て、ロウ付け（持ち付け）
○ヤスリ掛け
○仕上げ

■貴金属加工実践：印台リング制作を通じて、持ち付けによるロウ付けで寄せ
　　　　　　　　　　　　　　物加工技術の習得をする。

授業内で配布するプリント
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

■ワックス加工実践：ワックスカービングによる立体彫刻

■ワックス加工実践（８回）
○デザイン、造形検討
○粘土モデル作成
○工具加工
○ワックスカービング

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

小池正三※

実践選択B-７プロダクト② 穂坂

令和４年度 後期

提出物

授業内で配布するプリント

その他

■定員：12名程度

■持ち物：ブロックワックス（40㎜×40㎜×40㎜程度）

■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

山梨県産水晶の特徴を生かしルースを制作する

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高橋、依田和夫※

実践選択Ｂ-７ビジネス 花輪

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

山梨県産水晶の産状を見学して歴史的背景を学習する。

■産状見学　授業2回相当   ※別途支持する
■採取した水晶を活かしたアイテムのデザイン
■ﾙｰｽ制作
   粗摺り
   中摺り
   仕上げ摺り
   艶出し
■講評

無し

その他
産地見学について現地までの交通費等は自己負担とする｡

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物

授業計画
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 提出物

授業計画

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員　※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

俵俊一※

実践選択Ｂ-８プロダクト① 前田

令和４年度 後期

■定員：12名程度

　
■服装：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽
　　を着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない。

学習項目：到達目標
■金属加工実践：蝶番やクラスプ金具の加工法を学習し、パイプ材を用いたバ
ングル制作を行う。

■金属加工実践

○パイプ材の加工
○各部制作
○組み立て
○仕上げ

無し
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

提出物

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

松本孝子※

実践選択B-８プロダクト② 穂坂

令和４年度 後期

授業内配布プリント

学習項目：到達目標

■貴金属加工実践（８回）
○イヤリング/ピアスの金具について
○デザイン検討（授業初回までに５型以上の製図を用意しておくこと）
○金具制作
○アイテム制作

☆授業最終日に課題提出

■貴金属加工実践：耳周りのジュエリー金具の構造を理解し、石付きの
　　　　　　　　　　　　　　イヤリングを制作出来るようになる。

その他

■定員：12名程度

■持ち物（貴金属加工実践）：Silver925　or　950
　　※自身のデザインを制作出来るだけの地金を用意しておいて下さい。

■授業準備：初回までに石付きの耳周りのジュエリーの製図（2面図）を5型以上
　　　　　　　　　必ず用意しておくこと。
■服装
　：作業に適した服装で臨むこと。サンダル、ヒール等は禁止します。
　　髪の長い人は工作機械に髪を巻き込まれないように束ねる。又は作業帽を
　　着用すること。守れない場合は授業への参加を認めない

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

授業計画

50



■シラバス■　3年　後期

科目担当

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

指導教員 ※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

加納喜代美※

実践選択Ｂ-８デザイン 佐々木

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

・授業内で配布する資料
※すべての配布資料はファイルなどで整理・保管し、授業に持参すること。

その他

■オリジナルブランドのデザイン提案

クリエーターとしてゼロからオリジナルジュエリーブランドを立ち上げ企画立案、
ジュエリーデザイン、商品、販売、までトータルでブランド設立のケースワークに
取り組む。個性あふれるクリエーターブランドジュエリー開発、ブランド設立の流
れ、発想展開能力を身に着ける。

・定員：12名程度
・課題によって作品制作には個別に材料費がかかります。
・授業のための連絡用にLINEオープンチャットを利用します
・授業中は机の上の整理整頓を心掛けること。

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 ・提出物

授業計画

■オリジナルブランドのデザイン提案
□ブランド構築プロセス
□デザインリサーチ
□タスク、ビジョンを探る
□ストーリー、コンセプト、テーマの決定
□オリジナルデザイン案、PRふまえたデザインカタログ作成
□プレゼンテーション

【回によって対面／遠隔を指示します】
・遠隔の場合はリモートミーティングを利用します。
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■シラバス■　3年　後期

科目担当

仲、他常勤教員指導教員　※は非常勤

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

科目

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全６４回/２５６時間/８単位

卒業制作 仲

令和４年度 後期

学習項目：到達目標

・3年次までに学習した知識・技術を活用し、ジュエリーのデザインから制作までを行う。

・宝石素材及び貴金属を用いて制作を行う。

・展示計画を立案し、卒業制作発表展として制作したジュエリーを展示する。

■課題の提示
　・課題は後期授業開始時に指示する

■デザイン検討
　・アイデアスケッチ
　・ラフスケッチ及び制作技法の検討
　・製作図面を作成

■制作
　・貴金属加工
　・ワックス加工及びCADデータの作成(鋳造技法を利用する場合)
　・仕上げ及び、石留め

■展示
　　・計画の立案
　　・POP類の制作

授業計画

その他

・つぎの材料及び消耗品について、学生は各自で用意すること。
　　・宝石及び貴金属
　　・1年次の購入工具で不足した用具
　　　(糸鋸の刃、鏨の株、・ハンドモーター用ポイントなど）
・各自のPCに学校のRhinocerosのライセンスを「チェックアウト」して使用すること。
　チェックアウトは30日毎に更新すること。
・開始から１週間程度は遠隔授業を予定する。
・対面授業の場合、集合・点呼は７F交流スペースに集合

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 成果物及び出席状況、授業態度
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■シラバス■　1・2・3年共通　後期

科目担当

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法 レポート

授業計画

学習項目：到達目標

■学外研修：国内におけるモノづくりの現場や製品および作品を視察し、
ジュエリーの開発や取引において応用できるデザイン感覚を身に付ける。

内容の詳細は未定（後日公表します。）

科目

指導教員

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

高橋、他常勤教員

学外研修 高橋

令和４年度 後期
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■シラバス■　1･2･3年共通　後期

科目担当

レポート、提出物

授業計画

※開催時期 　９月５日～９日を予定。

■国際情報（中国、USA、イタリア）：対象の国に対しビジネス上必要な
情報（言語、習慣、好み等）について学習し、商品開発や商品売買に
応用できる知識を身に付ける。

国際情報（全8回）
・中国（3回）：挨拶から始まるコミュニケーション～ビジネスまで
・USA（2回）：挨拶から始まるコミュニケーション～ビジネスまで
・イタリア（3回）：挨拶から始まるコミュニケーション～ビジネスまで

※回数等は予定です。後日詳細をお知らせします。

※非常勤教員の実務分野については巻末の「講師紹介」を参照してください。

※事前に中国やUSA、イタリア他、諸外国について調べ、疑問点を整理し
ておくこと。

※参加型の授業です。教員と学生、学生同士のコミュニケーション演習は
多数あります。

学習項目：到達目標

特になし。必要に応じてプリントを配布。

その他

使用テキスト
参考書（参考資料等）

成績評価の方法

科目

指導教員※は非常勤

開講年度、学期

回数/時間数/単位数 全８回/３２時間/1単位

韓婷婷※、佐藤ダニエル※、ジュリオペリチオーニ※

国際情報 高橋

令和４年度 後期
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