
染織Ⅴ－1（染）
染制作 科目コード： 65009S
3年次～配当年次

3単位数

1年次テキスト科目と「染織演習II－1（染）」を合格済みのこと。
※染クラスの学生は「染織V－1（染ー染制作）」必修
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織V－1(染－染制作)a
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：25

染織V－1(染－染制作)b
開催日程：2019年8月22日（木）～ 2019年8月23日（金）,2019年8月27日（火）～ 2019年8月
28日（水）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：25

染織V－1(染－染制作)c
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月11日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

舘正明、高橋周也、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

1、2年次の基礎を踏まえ、染作品制作に必要な力をつけていくための科目です。a日程とc日程の前半4
日間はろう染作品の制作です。b日程の前半4日間は友禅のふくさを染めます。どの日程も後半の2日間
は卒業制作に向けて、さらにどんな実習が必要か、各自の状況に合わせて内容と日程を決めます。染作
品制作にどんな技術と知識が必要で、どのような手順で作品を完成まで進めるかを知り、卒業制作に取
り組める力をつけることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2. 表現力（作品評価）
3. 制作工程
4. 受講姿勢および態度

授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、実作品を見ることを通して今後染めていきたいも
のについて調べておきましょう。また受講中の自宅制作や事前課題にもしっかり取り組んでください。
スクーリング後は今後必要となる力（作品の構成力、技術力、素材や技法の知識、題材の取材など）を
つけていきましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL

課題

【染織V-1（染ー染制作）a、c日程】
■事前課題
①課題：スクーリング中のテストピース制作に使用する布を、各色2枚ずつ、合計6枚染色する。
1、下図を参考に布を切り分けます。この事前課題で使用する布は約30cm角サイズの12枚のうち6枚で
す。
（この事前課題で使用しない残りの布はスクーリングに持参してください。）
2、1ℓのppビーカーに水を600cc入れます。
3、染料0.2g、無水芒硝30gを計り、ppビーカーに入れよく溶かします。
4、切り分けた布2枚を入れ、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら約10分間染色しま
す。
5、布を別の容器を取り出します。
6、フィキサー2を24cc計り、ppビーカーに入れ混ぜます。
7、布を戻し、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら、約30分間染色します。
8、布を取り出し、よく水洗いしたのち乾燥させます。
9、同様の手順で残りの2色も染めてください。
注意：反応染料は通常、染色工程の最後にソーピングを必要としますが、その工程はスクーリング内で
おこないますので事前課題では水洗いまでとします。
②提出日：【a日程】8月17日（土）　【b日程】8月22日（木）
③提出先：授業で使用
※事前課題をするために必要な蠟染め材料道具セットは各自で購入してください。購入先につきまして
はairUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材
申込書】をご参照ください。

【事前課題用：蠟染め材料道具セット】
布（綿、ブロード60番、2.5ｍ）
リアック染料、イエロー3Ｇ、レッド2Ｂ、ターキスブルーＧ　各色10ｇ：1本
フィキサー2　150ｇ：1本
無水芒硝　250ｇ：1袋
ナイロン刷毛　70ｍｍ：4本

■スクーリングの課題
このスクーリング課題での蠟置きは凸版を用います。前期のテストピース制作では、
用意された幾何形態の凸版を使用し、実験的に蠟置きと染色を繰り返し、様々な色彩と形を作り出しま
す。
このテストピース制作を通して、技法の特徴や蠟染めの工程を学びます。
後期ではテストピース制作での経験や結果をもとに大きな布を染色します。

最終成果物：テストピース（約30cm角）5枚以上、型蠟技法染色布（90×70cm）1枚
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■日程5～6日目については教員と相談の上、各自に必要な内容を決定する。

【染織V-1（染ー染制作）b日程】
■事前課題について
1.課題：airUから模様をダウンロードし、色草稿を作る。模様は3種を各自で選び使用。色は5色以内、
A4サイズで模様をダウンロードし１辺が30cmになる様に拡大コピーして使用すること、色料はポスター
カラーでを使用。
2.事前課題制作手順：3種類の模様を選びA4サイズに1枚ずつ出力する。裏から柔らかい鉛筆で模様の輪
郭線を太くなぞっていく。A4サイズの画用紙の上に、なぞった紙を裏向きに置き、表側から鉛筆で模様
に合わせ形をなぞる。（鉛筆の筆圧は少し強め）画用紙には薄く模様が残る。その模様の線を頼りに、
色草稿を考える。色は5色以内。3種類の模様全てを行う。ボカシ（※）は必ず入れること。3種の模様
の色草稿は、色を変えること。（画用紙が手差しできるプリンターであれば直接画用紙にダウンロード
してもよい）
※ボカシについて･･･
2.提出日：8月10日（土）
3.提出先：授業で使用

■事前課題の内容について
airUシラバスでご参照ください。参照環境がない方は、「学習に関する質問票」にて事前課題内容の請
求をしてください。

■スクーリングの課題
手描友禅染めの糊防染によるふくさを制作します。図案に始まり、下図・糸目糊・挿し友禅に加え、
この授業では金箔を使った印金加工のテクニックまでを学びます。
最終成果物：友禅ふくさ（30cm×30cm）

■日程5～6日目については教員と相談の上、各自に必要な内容を決定する。

授業計画

【染織V-1（染ー染制作）a、c日程】

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期：a日程8/17（土）～8/18（日）、b日程8/22（木）～8/23（金）＞
1日目
1講時　蠟染めについて
2～3講時　課題説明、蠟染めの制作工程について
4～5講時　テストピース制作

2日目
1講時～3講時　テストピース制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

＜後期：a日程8/31（土）～9/1（日）、b日程8/27（火）～8/28（水）＞
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3日目
1講時　課題説明、染色準備
2～5講時　型蠟技法染色布制作

4日目
1～3講時　型蠟技法染色布制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

5～6日目
教員と相談の上決定する

【染織V-1（染ー染制作）b日程】

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期：8月10日（土）～ 8月11日（日）＞
1日目
1講時～2講時　課題説明と図案のチェック、下絵
3講時～5講時　糸目糊置き、地入れ、色合わせ

2日目
1講時～5講時　色合わせ、挿し文様

次回までに蒸し揮発水洗→水元→湯のし
但し、この作業は業者に依頼します。

＜後期：8月24日（土）～ 8月25日（日）＞
3日目
1講時～5講時　印金加工

4日目
1講時～3講時　工房見学（移動、昼食を含む）
4講時～5講時　合評、友禅に関する質疑応答

5～6日目
教員と相談の上決定する

受講にあたって

●持参物
【染織V-1（染-染制作）a、c日程】
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
【前期】
1 染色用具（ディスポカップ5個以上・プラスチックトレー3枚）
2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
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5 摺り込み刷毛：六分以上の大きなもので持っているもの
6 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの
7 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
残り約1.3m）
8 古新聞：2日分
9 古タオル：3枚程度、水をよく吸収するもの
10 ゴム手袋1組
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【後期】
1ディスポカップ5個以上　　　　　　
2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
5 摺り込み刷毛：6分以上の大きなもので持っているもの
6 引き染め刷毛：持っているものがあれば
7 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの
8 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
残り約1.3m）
9 古新聞：2日分
10 古タオル3枚程度：水をよく吸収するもの
11ゴム手袋1組
11 画鋲（金属製）： 100個程度
12 鉛筆（4B程度）：1本
13 ガムテープ（布）：1巻
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【必要に応じて】
ドライヤー：乾燥用（必ず持参ではありませんが、あると便利です）

※蠟染め材料道具の当日販売はありません。必ず事前に購入した布とナイロン刷毛を持参してくださ
い。

【染織V-1（染-染制作）b日程】
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
【前期】
1 エプロン
2 作業用軽装
3 鉛筆・消しゴム
4 新しい雑巾　2枚
5 白いハンドタオル　1枚
6 図案：事前課題についての欄を参照
7 縫い針（大・小各1本）
8 スポイト・ポリ（5cc）※使用する色数分　購買部（ADストア）にあり
9 染料皿（8.5cm）：※使用する色数分　購買部（ADストア）にあり（とき皿）
10 ステンレスボール（18cm）2個：筆洗用です。代用品でも可。
11 プラスチックトレー　3枚
12 彩色筆：※10本前後が目安です。当日販売あり
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13 青花ペン：※当日販売あり
14 クリップ（小）：目玉クリップ、ダブルクリップなどの幅2cm程度のもの。

【後期】
1 エプロン
2 作業用軽装
3 鉛筆・消しゴム
4 新しい雑巾2枚
5 白いハンドタオル1枚
6 図案：事前課題についての欄を参照
7 縫い針（大・小各1本）

●諸経費
【染織V-1（染-染制作）a、c日程】
当日、以下の費用をご用意ください。
前期：販売 田中直染料店
○布（コットンドリル）3m･･･2,250円
○引き染め刷毛 5寸･･･4,200円
○ナイロン刷毛 30mm･･･350円、50mm･･･450円、70mm･･･540円
購買部（ADストア）で各自購入　　　
○バルサ材 5×80×900mm･･･339円
○セメダインスーパーＸ（20ml）･･･459円　　

※ここに記載した金額などは必要最低限のものです。特にナイロン刷毛は各自の制作状況によって多く
必要となる場合があります。
※金額は変更になる場合があります

【染織V-1（染-染制作）b日程】
当日、以下の費用をご用意ください。

販売：中神染料店
○筆（下絵用）･･･約500円
○青花ペン（下絵用）･･･約300円
○彩色筆（彩色用）･･･約300円～約800円
○片羽刷毛（彩色用）各種･･･約500円～1,200円
○糸目用筒紙（中金・先金含む）･･･約1,500円
○金箔　各種･･･1,200円（※10枚単位セット売りのみでの販売になります。）
○見学時の交通費（京都市内）･･･各自

後日、以下の教材費を指定の講座から引落ます。
○布代（作品・サンプル用正絹紬地）・・・約1,500円
○印金用封筒（中金・先金含む）・・・約1,700円

※金額は変更になる場合があります
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注意事項

・本科目は新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・各開催日程とも、スクーリング7～9日目は教員と相談の上スクーリング日程を決定する。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－3（織）
織制作 科目コード： 65011S
3年次～配当年次

3単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II-3（織）」を合格済みのこと。
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。
※織クラスの学生は「染織V－3」必修

履修の前提条件

染織V－3(織－織制作)a
開催日程：2019年5月5日（日）～ 2019年5月6日（月）,2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日
（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：20

染織V－3(織－織制作)b
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）,2019年7月14日（日）～ 2019年7月15
日（月）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：25

染織V－3(織－織制作)c
開催日程：2019年12月14日（土）～ 2019年12月15日（日）,2020年1月11日（土）～ 2020年1
月12日（日）,2020年2月22日（土）～ 2020年2月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

大住由季、仁尾敬二、久田多恵担当者

科目概要と到達目標

1、2年次の基礎を踏まえ、織作品制作に必要な力をつけていくための科目です。
a日程の前半6日間は綴織作品の制作です。b、c日程の前半6日間は絹の裂を織ります。どの日程も後半
の3日間は卒業制作に向けて、さらにどんな実習が必要か、各自の状況に合わせて内容と日程を決めま
す。織作品制作にどんな技術と知識が必要で、どのような手順で作品を完成まで進めるかを知り、卒業
制作に取り組める力をつけることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1.事前課題への取り組み
2. 表現力（作品評価）
3. 確実な作業（制作工程）
4. 受講姿勢および態度
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、実作品を見ることを通して今後織っていきたいも
のについて調べておきましょう。また事前課題にもしっかり取り組んでください。スクーリング後は今
後必要となる力（作品の構成力、技術力、素材や技法の知識、題材の取材など）をつけていきましょ
う。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL

課題

【「染織V-3（織-織制作）a日程】
■事前課題
1.課題：綴織作品の題材にしたいと思うモチーフを探しスケッチしてください。モチーフは植物（花、
樹木、野菜、果物など）、動物、風景（組み合わせ可）。色々なモチーフを一枚ずつ描くのではなく、
これと決めた後は対象物をじっくりと色々な角度から観察し、出来るだけ多く（10枚以上）描きましょ
う。このスケッチをもとに、どのような作品を作りたいのか考え、アイデアスケッチを3点以上描いて
ください。必ず初日に、このスケッチ、アイデアスケッチの全てを持参してください。
2.提出日：5月5日（日）
3.提出先：授業で使用

■スクーリングの課題
綴織で壁掛けを織ります。色数は自由。完成サイズ40×50～60cm
1期：事前課題のスケッチ、アイデアスケッチをもとに綴織のデザインを進めます。機に経糸を張り綴
織の基礎織りを学びます。機かけ、織り方のデモンストレーションをします。自宅制作のため織機、織
り方の理解を深めてください。
2期：デザインを完成させ、経糸の整経と緯糸の染色をします。
3期：織り上がった作品を持参し、合評

■受講中の自宅制作について
1期受講後、2期までにスケッチをもとにデザイン（色付き原寸大の下絵）を完成させる。
2期受講後、自宅の織機で作品を織る。（機かけ、製織）

■日程5～6日目については教員と相談の上、各自に必要な内容を決定する。

【「染織V-3（織-織制作）b、c日程】
■事前課題
1.課題：縞のデザインは事前課題として自宅で考え、作図を行います。
2.提出日：【a日程】6月８日（土）、【b日程】12月14日（日）
3.提出先：授業で使用
※airUシラバスでご参照ください。参照環境がない方は、「学習に関する質問票」にて事前課題内容の
請求をしてください。

■スクーリングの課題
事前課題で描いた縞のデザインをもとに、絹糸を酸性染料で染色し織機（西陣の高機）で布を織り上げ
る。
最終成果物：織幅20cm×織丈90cmの絹糸で織り上げた作品1点

■日程5～6日目については教員と相談の上、各自に必要な内容を決定する。
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授業計画

【「染織V-3（織-織制作）a日程】
＜自宅学習＞
事前課題
＜前半＞
1日目
1講時　課題説明・事前課題確認
2講時　綴織技法説明・経糸準備
3講時～5講時　基礎織り

2日目
1講時　デザイン説明
2講時～4講時　デザイン
5講時　デザインの中間合評

3日目
1講時～4講時　デザイン
5講時　デザイン合評

＜後半＞
4日目
1講時　デザイン合評
2講時　デザイン修正
3講時～4講時　整経
5講時　デザイン完成

5日目
1講時　緯糸の準備、選択
2講時　染色方法説明
3講時～4講時　緯糸の染織　
5講時　仕上げの説明

5～6日目
教員と相談の上決定する

● 本科目は自宅の織機で作品を織り上げます。1期スクーリング中には機を決定し、2期スクーリング
までには設置するようにしてください。その際、今後着物を制作する予定の方は着物を織れるものを用
意してください。また、木枠機・卓上機でも制作は可能ですが40cm幅のものが織れる機をご用意くださ
い。まだ機を購入されていない方は初回スクーリング時に教員と相談することも可能です。
● 自宅に機があり使用したい筬がある方は、初回スクーリング時にお持ちいただくか筬密度と筬の長
さを調べてきてください。筬の目安としては寸間5～20、cm間3～7程度になります。

【「染織V-3（織-織制作）b、c日程】
【前期】
1日目
1講時～4講時　授業内容説明、デザインの確認、絹糸の染色（糸染、のりづけ）、糸巻
5講時　整経

2日目
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1講時～5講時　整経

【後期】
3日目
1講時～2講時　粗筬通し
3講時～5講時　経巻

4日目
1講時～4講時　綜絖通し、筬通し
5講時　織り出し（織り方、道具の説明）

5日目
1講時～5講時　製織

6日目
1講時～3講時　製織
4 講時　仕上げ、掃除
5講時　合評

5～6日目
教員と相談の上決定する

受講にあたって

●持参物
【「染織V-3（織-織制作）a日程】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.33～34、pp.68～70） （1期・2期・3期）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2018』：コピー可（「染織Ｖ－3」のページ） 、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。（1期・2期・3期）
3 はさみ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申し出て
頂ければ、大学で準備します。（1期・2期・3期）
4 定規（45cm以上）：（1期・2期・3期）
5 自分の織機の資料：織り機の写真、筬の種類（目数）など（1期・2期・3期）
6 スケッチ（10枚以上）：モチーフがあれば持参（1期・2期）
7 アイデアスケッチ（3枚以上）：事前課題についての欄を参照（1期・2期）
8 鉛筆、色鉛筆、絵具など画材一式（1期・2期）
9 カッターナイフ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に
申し出て頂ければ、大学で準備します。（1期・2期）
10 消しゴム、練り消しゴム（1期・2期）
11 F8またはB3クロッキー帳（紙の薄い物） （1期・2期）
12 スケッチブック（1期・2期）
13 フォーク、または綴織用の櫛（1期）
14 割り箸10膳（1期）
15 綜絖通し、筬通し（1期）
16 染色セット（2期）
17 エプロン、または作業用軽装（2期）
18 デザイン色付き原寸大の下絵（2期・3期）
19 完成作品（3期）
20 縫針、縫糸、まち針、糸切りはさみ（3期）

※織機についてはairUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」をご参照ください。
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または、シラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

【「染織V-3（織-織制作）b、c日程】
【前期】
1 縞のデザイン画：事前課題についての欄を参照
2 エプロン
3 染料スプーン（小）2本
4 電子計量器
5 ゴム手袋1組、軍手
6 ディスポカップ（300cc）3個
7 プラスチックトレー3枚
8 テキスト『染織演習（織）』
9 竹ぐし　1本
10 糸枠（前期/6個）：当日販売あり（持っている人は持参）
11 電卓
12 筆記用具
13 糸切り鋏

【後期】
1 テキスト『染織演習（織）』
2 竹ぐし　1本
3 糸枠（後期/4個）
4 電卓
5 筆記用具
6 糸切り鋏
7 まち針3～5本
8 メジャー（2m）：製織中の作品の長さを計ります
9 製織に必要な道具（杼車付、玉管5本、櫛、絹糸用綜絖通し、筬通し）：※当日販売あり（前期初日
に予定）櫛は持っている人のみ

●諸経費
【「染織V-3（織-織制作）a日程】
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（作品・サンプル用経糸・緯糸）･･･約4,000円　※各自の作品内容により変更の場合がありま
す。

※金額は変更になる場合があります。

【「染織V-3（織-織制作）b、c日程】
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○糸枠6個・・・約400円/1個
○絹糸用綜絖通し･･･約430円
○玉管（9cm）5本･･･約500円/5本
○杼（バネ式車付き）･･･約3,200円
○筬通し･･･約1,300円

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（絹糸）･･･約4,000円
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※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・各開催日程とも、スクーリング7～9日目は教員と相談の上スクーリング日程を決定する。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－9
スクリーンプリントの手ぬぐいを染め
る

科目コード： 65017S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II－1」または「染織演習II－3」を合格済みのこと
※「染織V－7、9、11、12」のうちいずれか3科目選択必修
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
科目コード：65136で履修してください。

履修の前提条件

染織V－9(スクリーンプリントの手ぬぐいを染める)a
開催日程：2019年9月21日（土）～ 2019年9月22日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織V－9(スクリーンプリントの手ぬぐいを染める)b
開催日程：2019年10月5日（土）～ 2019年10月6日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

八幡はるみ、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

染色の歴史の中で、スクリーンプリントは、近代の技法です。量産に適した技法で、強いエッジや明快
な色面はスクリーンプリントならではの特徴です。テーマに沿った、送りのある図案作成を経て、版
下、製版、プリントにつながる一連のプロセスを習得します。版を使って何回もプリントするなかで、
量産する楽しさや、つながる形の面白さや色の魅力を理解します。スクリーンプリントの基礎を学び、
最終的には自宅でも制作可能な応用力を身につけることを目標とします。

評価基準と成績評価方法

【評価基準】
1.事前課題に取り組んでいるか
2.テーマを理解したデザインができたか
3.スクリーンプリントの工程を身につけ、特徴を生かした作品に仕上がったか

【成績評価方法】
1.事前課題の枚数とデザインの質
2.デザインの質
3.作業の正確さと成果物の完成度

予習・復習

予習：受講までにテキストの該当ページを読み、スクリーンプリントの概要を理解しておきましょう。
また、街で見ることができるスクリーンプリントで染められたテキスタイルをリサーチしておきましょ
う。（例：マリメッコ、リバティプリント、エルメス、ミントデザインズ、SOU・SOU、炭酸デザイン
室）

復習：授業での学びを応用して、スクリーンプリントが自宅でできるように、自宅スペースの工夫や製
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版の方法などを考えてみましょう。街で見られるテキスタイル商品に関心を持ちましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL

マリメッコ
http://www.marimekko.jp
リバティプリント
www.liberty-japan.co.jp/
エルメス
www.japan.hermes.com/
ミントデザインズ
www.mint-designs.com/
SOU・SOU
www.sousou.co.jp/
炭酸デザイン室
tansandesign.jp/

課題

【事前課題】
1. 課題：
(1)ストライプ、ドット、チェックについて、まずは自由に解釈して、イメージしてください。(ただ
し、ストライプ、ドット、チェックに見える客観性を維持してください。)
(2)A4コピー用紙にそれぞれの柄を描いてください。それぞれの柄は混同しないで、単独扱いです。
(3)それぞれ、白を入れて3色で着色してください。(色鉛筆、ポスターカラー、パソコンでも可）
(4)出来上がったデザインを4枚づつカラーコピー(出力)して、縦に2枚、横に2枚を並べてください。
(※参考図では繋がり部分がわかるようにグレーを入れています。)
(5)それぞれの柄のつながり具合(リピート)を確認してください。
(6)かたよりがなく、つながりがうまくいきましたか。
(7)事前課題ではつながり具合がうまくいかなくても構いません。スクーリングではその方法も含めて
学びます。
(8)この課題は実際に鉛筆や筆を使って描いても、パソコンで作成しても構いません。
(9)ストライプ、ドット、チェックのデザインはスクーリング時に持参してください。見せていただき
ます。
※事前課題制作の参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。
2. 提出日：【a日程】9月21日（土）　【b日程】10月5日（土）
3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
テーマに沿ってデザインを考え、リピートをつけて図案にします。図案を2色2版に分版し、製版、手拭
い生地をプリントします。最後に後処理をして、スクリーンプリントの全工程を学びます。手拭いを複
数枚プリントし、図案どおりの配色1枚、配色替え1枚を提出作品とします。

授業計画

【自宅学習】
事前課題
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【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　デザインを練る
3講時～5講時　リピートをつけ色分解する、着色図案を作る、製版

2日目
1講時～2講時　色糊準備、布貼り、プリント
3講時～5講時　プリント、蒸し、水洗、乾燥、講評会

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
1 デザインカッター※遠方のお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持ち込みができません。事
前に申し出て頂ければ、大学で準備します
2 テキスト『染織演習（染）』（該当部分のコピー可）
3 鉛筆、12色程の色鉛筆、消しゴム、30cm程の直線定規、コンパス、メモ帳
4 マスキングテープ3cm幅、1本※当日販売あり
5 エプロン
6 雑巾
7 ゴム手袋
8 100~200cc程が入る密閉容器2~3個（色糊の保存用）
9 青花ペン※当日販売あり
10 ゴム付き駒ベラ※当日販売あり
11 スティック糊
12 シラバスの該当部分のコピー
13 動きやすい服と靴（水仕事があります）
14 事前課題(ストライプ、ドット、チェックそれぞれ1枚）

●教材
当日、購入者は以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○ゴム付き駒ベラ8cm幅…約1,400円
○マスキングテープ3cm幅…約180円
○青花ペン…約300円

後日、指定の口座から引き落とします。
○スクリーン版代（メッシュ張替え）2枚…約3,000円
○手拭い布1反（10枚）…約1,300円
※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－11
沖縄産地研究 科目コード： 65019S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II-1」または「染織演習II-3」を合格済みのこと
※「染織Ⅴ－7、9、11、12」のうちいずれか3科目選択必修
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65133で履修してください。

履修の前提条件

染織V－11(沖縄産地研究)
開催日程：2019年11月8日（金）～ 2019年11月9日（土）
開催地：沖縄■、受講料： ￥16,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

平井眞人担当者

科目概要と到達目標

この科目では、博物館や工房を見学し、体験を通して沖縄の工芸について学びます。博物館の見学、学
芸員レクチャーや工房訪問、染色実験や染料植物材料学、作家のお話をうかがうなど、沖縄の現場でな
ければ出来ない経験を積み、自身の作品制作にフィードバックさせてほしいと思います。亜熱帯の気候
風土や歴史的背景の影響を受け、育まれた沖縄の染織について学び、「モノづくり」の原点を考察しま
す。現代や将来におけるその意義を考えることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講態度
3. 授業態度
4. 授業理解度
授業への取り組みとレポート課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに沖縄工芸の概要を理解しておきましょう。
スクーリング後は、博物館や資料館にて多くの参考文献や資料をあたるようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト

参考文献・URL 芭蕉布、八重山上布、紅型、沖縄の絣と藍に関する資料

課題

【事前課題】
1.課題：「沖縄染・織に学ぶこと」1,600字程度にまとめること。任意のA4用紙にて提出。
2.提出日：11月8日（金）
3.提出先：授業初日にご提出いただきますので、ご持参ください。

【スクーリングの課題内容】
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博物館にて沖縄の工芸についてのレクチャーを受講、その後、紅型、首里織、芭蕉布、琉球藍の工房を
見学し、芭蕉糸作りと琉球藍の染色実験を行う。

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
9:00　沖縄県立博物館・美術館　集合
9:10　入館　ガイダンス
9:30～11:40　見学　解散後、各自移動、昼食
13:10　モノレール「儀保駅」改札口集合
13:30～15:00　那覇伝統織物（首里織）事業協同組合　見学
15:30～16:30　城間びんがた工房　見学後、現地解散

2日目
7:30　「県民広場」集合　貸切マイクロバスにて移動、途中昼食購入
10:00　喜如嘉到着
10:00～12:00　芭蕉布会館見学、芭蕉畑にて芭蕉倒し見学後、芭蕉布会館内にて芭蕉引き、積み体験
（予定）
　　　　　　　移動と昼食
13:40～17:00　琉球藍染体験、泥藍製造見学（名護オーシッタイ）
　　　　　　　「やまあい工房と泥藍製造見学」（予定）
　　　　　　　「琉球藍染体験」
17:00　オーシッタイ出発
19:30頃　移動、県庁前到着　解散

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

初日は那覇市内を徒歩または公共交通機関を利用して移動します。
1 歩くのに適した服装、靴
2 雨天時の用意

以下、3～10は琉球藍ワークショップの実習に使用　※実習は屋外にて行います
3 ゴム手袋
4 エプロン
5 タオル　2枚
6 ビニール袋（A4サイズ程度）3枚
7 レインコート：100円ショップにある安価なもので可
8 携帯用裁縫用具（針/1本、糸/少量）：染めた布を切り分けたり、各自の布に印をつけたりする際に
使用します
9 長靴：屋外での見学・実習のため、雨天時には必ず必要になります
10 肌を露出しない白色の長袖のシャツ、長ズボン：虫除けのため
11 園芸用網付帽子や虫除けスプレーなど：見学先、ワークショップ実習時の虫除け対策
12 筆記用具：博物館内ではシャープペンシル、ボールペンの使用は不可
※持参物のスプレー缶は飛行機内に持ち込めませんので、かならず手荷物でお預けください。
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●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
○沖縄県立博物館「常設展」入館料･･･260円
○その他、交通費、宿泊費、食費など。

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○ワークショップ実習費･･･約7,000円
○国内旅行傷害保険料･･･約500円
○貸切バス代（2日目のみ）･･･約5,000～6,000円
※かかった金額を受講者数で割ります。金額は受講者数によって変わりますので後日お知らせします。
※金額は変更になる場合があります

●その他
集合場所　1日目：沖縄県立博物館・美術館メインエントランス前
　　　　　2日目：県民広場（県庁北口バス停前）
　　　　
解散場所：県庁前※2日目は交通事情により掲載の終了時間が前後する可能性がありますので、後泊を
お勧めします。
宿泊について：宿泊については各自で手配をお願いします。2日目の集合時間が早いので、県庁周辺で
宿泊の手配をする事をお勧めします。

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－12
フェルトメイキング 科目コード： 65020S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II－1」または「染織演習II－3」を合格済みのこと
※「染織Ⅴ－7、9、11、12」のうちいずれか3科目選択必修
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65135で履修してください。

履修の前提条件

染織V－12(フェルトメイキング)
開催日程：2019年5月11日（土）～ 2019年5月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

ジョリー・ジョンソン担当者

科目概要と到達目標

手作りの上質フェルトの品質と表現とは何か？
羊毛の特性を生かしたフェルト探求の出発点として、4つの要素（色・模様・形・生地）の品質に重点
をおきます。正倉院の花氈から現代的な見本を紹介し、縫い目のない平面や立体物など、丈夫でユニー
クなフェルト作品を制作します。本科目では、現代フェルトメイキングの幅広い可能性を紹介します。
羊毛独自の材料としての本質を学びながら、やわらかく弱い繊維から平面（生地）、または立体（オブ
ジェ）への堅固で丈夫な驚くべき変化を体験し、制作方法を習得します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢および態度
3. 羊毛の本質、可能性を理解できたか
4. 理解したことが制作物に生かされているか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリングまでに『染織演習（織）』pp.172～177を読んでください。
スクーリング後は、授業で制作した「魔法のかばん」の技法を応用して、もうひとまわり大きいトート
バッグなど、色々と作ってみましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『フェルトメーキング　ウールマジック』ジョリー・ジョンソン　青幻舎

参考文献・URL
『染織演習（織）』pp.172～177　フェルトメイキング
http://www.joirae.com
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課題

【事前課題】
1.課題：手に入る羊毛または動物の毛を用いて、5gまでの羊毛の玉をフェルティングの技法（湿気を与
えて、温度とphで縮絨する方法を調べてください）を用いてつくってみてください。どのような状態に
なりますか？この玉（又は玉になりかけのもの）をスクーリングに持って来てください。
2.提出日：5月11日（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
羊の毛から硬くて丈夫なフェルトになる過程を学びながら、形や模様、品質すべてを同時に制作してい
くという羊毛独特のユニークな技法を体験する。
最終成果物：立体小物 2点、羊毛の種類別サンプルと模様のサンプル数点、「魔法のかばん」1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目　　　　
1講時　挨拶、立体小物制作、カラーブレンディングのサンプル制作
2講時　フェルトの紹介、レクチャー
3講時～5講時　いろいろな種類の羊毛サンプル制作　※グループに分かれて制作

2日目
1講時～5講時　｢魔法のかばん｣制作（縫目のない立体物、ふた取っ手付き）

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 飾り毛糸 少量：ウール80～100％混、モヘアなど ※少量で良い為、新しく購入するのではなく持っ
ているもので良い
2 丸棒（直径1.8～2.5cm、長さ40～45cm程度）：塩化ビニールパイプ・木製など
3 石鹸液用プラスチック容器：ブリーチ600mℓの空の容器など（ポンプ式でないものがよい。事前にふ
たに12～15個程度のシャワー用の小さな穴を開けておくこと）
4 固形石鹸（小サイズ）
5 タオル2枚：手ぬぐいサイズ
6 筆記用具、油性ペン
7 万能ハサミ
8 裁縫セット、メジャー
9 エプロン：希望者のみ
10 クリアファイル：A4サイズ、10～20ポケットほどのもの

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：Joi Rae Textiles
○『フェルトメーキング　ウールマジック』･･･約3,800円
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ジョリー・ジョンソン著　青幻舎
○すだれ･･･約700円
○ネット･･･約350円
○羊毛（2日間分）･･･約2,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－1（染）
描写 科目コード： 65101S
1年次～配当年次

1単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方
は、科目コード：65117「染織I－1」で履修してください。履修の前提条件

染織I－1(染－描写)a
開催日程：2019年5月18日（土）～ 2019年5月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－1(染－描写)b
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－1(染－描写)c
開催日程：2019年7月20日（土）～ 2019年7月21日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

石股昭、井手本貴子（京都）、室井佳世（東京）担当者

科目概要と到達目標

対象物（描こうとするもの）をじっくり観察し、物の形を描くことを学びます。うまく描くためには、
描き方を習得するのではなく、じっくり観察する力を身につけることが必要です。本科目では、野菜、
植物、人物を描くことを通して、対象物をじっくり見つめる体験をします。3日間、合評をはさみなが
ら鉛筆による描写（写生）を繰り返し、今後の作品制作の基本となる描写力を身につけることが目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 対象物の魅力を感じとることができたか
3. 根気よくモチーフと対峙し、感じ取ったものを線描で表すことができたか
4. 描くことを楽しんだか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに参考文献を調べ、描写が作品制作にどのように影響するか理解しておきましょ
う。スクーリング後は、できるだけ身近なものを描くようにしてください。枚数を重ねる事により、よ
り深く学ぶことができます。機会があれば、美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにして
ください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無

参考文献・URL 無
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課題

【事前課題】
1.課題：事前課題につきましてはairUシラバス当該科目に参考資料をUPしていますので確認の上、制作
してください。
2.提出日：【a日程】5月18日（土） 【b日程】6月8日（土） 【c日程】7月20日（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
・鉛筆による野菜の描写（B3画用紙 1枚）
・鉛筆による植物の線描写生（B3画用紙 数枚）
・人物クロッキー（B3クロッキー帳 数ページ）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時～3講時　課題説明、デッサン（野菜）、合評
4講時　事前課題の合評、人物クロッキーの説明
5講時　人物クロッキー

2日目
1講時～2講時　植物写生の説明、デッサン（植物）、中間合評、
3講時　デッサン（植物）、合評
4講時～5講時　人体クロッキーの説明、人体クロッキー、合評、総括

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
1 鉛筆（H、HB、B、2B、4B 各2～3本）※必ず削っておくこと
2 カッターナイフ※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申
し出て頂ければ、大学で準備します。
3 B3クロッキー帳（薄い紙）：購買部（ADストア）にて購入することもできます。
4 消しゴム、練り消しゴム

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（ヌードモデル料含む）･･･1,000円
※金額は変更になる場合があります

●その他
鉛筆以外の画材も使用します。汚れてもよい服装で参加してください。
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注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－2（染）
絞り染木綿浴衣 科目コード： 65102S
1年次～配当年次

2単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。履修の前提条件

染織I－2(染－絞り染木綿浴衣)a
開催日程：2019年6月15日（土）～ 2019年6月16日（日）,2019年9月4日（水）～ 2019年9月5
日（木）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織I－2(染－絞り染木綿浴衣)b
開催日程：2019年7月27日（土）～ 2019年7月28日（日）,2019年9月7日（土）～ 2019年9月8
日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織I－2(染－絞り染木綿浴衣)c
開催日程：2019年12月7日（土）～ 2019年12月8日（日）,2020年1月25日（土）～ 2020年1月
26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

石塚広、梅崎由紀子担当者

科目概要と到達目標

絞り染は古くからの染色技法で、布を縫ったり、巻き上げたり、折り畳み挟んだりして文様を染めま
す。防染の手段に身近な糸、紐や板などを使いますが、素朴な技法ですので身の回りにある道具でも、
アイデアや工夫次第で思わぬ文様（表現効果）が生まれます。最初は偶然の産物でもサンプル染を繰り
返すことで意図した通りに使いこなせれば、それは立派な技法です。ここでは絞り技法に適したデザイ
ンをする能力を養い、スレン染料（建染染料）の基本的な染色方法を習得します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 作品評価（浴衣）
3. 作品完成までの過程（計画性、丁寧さ）
4. 受講姿勢および態度
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後、浴衣に仕立てたものは着心地を確かめてみます。機
会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』
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参考文献・URL

課題

■事前課題について
1. 課題：
【前期】テキストpp.28～38を参考にしてよく読み、指定の木綿布（※）を絞る。木綿布1枚を3等分
し、9枚（1枚あたり縦約30cm×横約30cm）用意する。9枚全ての布を別々の絞り方で絞る。※絞った布
は大学で染を行います。
※課題で使用する木綿布はairUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」または、シ
ラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照し、田中直染料店に各自注文してください。

【後期】前期で決定したデザインを基に浴衣一反を絞る。スクーリング受講までに事前課題が出来てい
ない場合、授業に参加できません。

2. 提出日：
a日程【前期】6月16日（土）　【後期】9月4日（火）
b日程【前期】7月28日（土）　【後期】9月8日（土）
c日程【前期】12月22日（土）　【後期】2019年1月26日（土）

3. 提出先：授業で使用（各自で絞ってきたものを染色します）

【スクーリング課題内容】
絞り染で木綿の浴衣を制作します。浴衣の制作では、染料の中でも堅牢なスレン染料（建染染料）を使
用します。前期3日間では、スレン染料の色サンプルと絞りサンプル染を同時並行で進めます。この課
題では、事前課題の他にサンプル布をたくさん絞ります（絞る材料の特殊な物（クリップなど）は持参
してください）。最初はA4サイズ程度の浴衣地でサンプル染を繰り返しますが、使う技法と配色がおよ
そ決まったら、紙草稿で画面構成を練り、最終的に1mの浴衣地を絞って染色し、デザインを決定しま
す。また、授業の最後に小合評を行います。

後期3日間では、前期3日間で決定したデザインを基に、本作品（浴衣）を制作します。浴衣の制作工程
は、①絞った浴衣地一反を水に浸けて置く→②水（60℃）、染料、助剤の計量、準備→③染色→④空気
酸化、酸通し→⑤水洗、乾燥、糸解き→⑥ソーピング→⑦水洗、乾燥→⑧アイロン掛け等の仕上げをす
る→⑨展示。このように進め、授業のまとめとして合評を行います。合評では学生一人一人が自作の
「制作意図」、「工程」、「総評」などを発表します。

最終成果物：絞り染による木綿地浴衣（反物）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目　
1講時～5講時　講義、事前課題の染色、面談、サンプル染
2日目　
1講時～5講時　サンプル染　最終サンプル制作　小合評
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【後期】
4日目
1講時～5講時　本作品（浴衣）染色

5日目
1講時～5講時　本作品（浴衣）染色、ほどき作業、ソーピング作業、乾燥仕上げ、小合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･前期・後期のスクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 テキスト『染織演習（染）』：コピー可（pp.28～48）
2 エプロン、作業用軽装
3 染料スプーン大（30cm）1本・小（17cm）2本
4 電子計量器
5 雑巾2枚
6 ぬい針：購買部（ADストア）にあり
7 糸切り鋏：購買部（ADストア）にあり
8 ゴム手袋（二の腕まである長いゴム手袋）：当日販売あり（ホームセンターなどで購入できます。）
9 軍手
10 リッパー
11 青花ペン：※当日販売あり
12 20番カタン糸（白糸）：購買部（ADストア）にあり
13 紐、棒、板など　テキストp.29に記載してあるもの：一部購買部（ADストア）にあり
14 初日に染める布：事前課題についての欄を参照
15 印鑑：（助剤セットに含まれる苛性ソーダを購入する際に必要）
※3～4は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

【後期】
1 テキスト『染織演習（染）』：コピー可（pp.28～48）
2 エプロン、作業用軽装
3 染料スプーン大（30cm）1本・小（17cm）2本
4 電子計量器
5 雑巾2枚
6 ぬい針：購買部（ADストア）にあり
7 糸切り鋏：購買部（ADストア）にあり
8 ゴム手袋（二の腕まである長いゴム手袋）：ホームセンターなどで購入できます。
9 軍手
10 リッパー
11 自宅で絞った浴衣一反：事前課題についての欄を参照
※3～4は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○布（木綿浴衣地）1.5反以上･･･約4,500円
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○スレン染料･･･約1,620円
○助剤セット･･･約2,600円　　　
○青花ペン･･･300円

※金額は変更になる場合があります。

●その他
■浴衣の仕立てについて
airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」または、シラバス巻末【資料編・教材
申込書】をご参照ご参照いただき、期日までにお申込みください。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－3（織）
描写 科目コード： 65103S
1年次～配当年次

1単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方
は、科目コード：65117「染織I－1」で履修してください。履修の前提条件

染織I－3(織－描写)a
開催日程：2019年5月18日（土）～ 2019年5月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－3(織－描写)b
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－3(織－描写)c
開催日程：2019年7月20日（土）～ 2019年7月21日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

石股昭、井手本貴子（京都）、室井佳世（東京）担当者

科目概要と到達目標

対象物（描こうとするもの）をじっくり観察し、物の形を描くことを学びます。うまく描くためには、
描き方を習得するのではなく、じっくり観察する力を身につけることが必要です。本科目では、野菜、
植物、人物を描くことを通して、対象物をじっくり見つめる体験をします。3日間、合評をはさみなが
ら鉛筆による描写（写生）を繰り返し、今後の作品制作の基本となる描写力を身につけることが目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 対象物の魅力を感じとることができたか
3. 根気よくモチーフと対峙し、感じ取ったものを線描で表すことができたか
4. 描くことを楽しんだか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに参考文献を調べ、描写が作品制作にどのように影響するか理解しておきましょ
う。スクーリング後は、できるだけ身近なものを描くようにしてください。枚数を重ねる事により、よ
り深く学ぶことができます。機会があれば、美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにして
ください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無

参考文献・URL 無
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課題

【事前課題】
1.課題：事前課題につきましてはairUシラバス当該科目に参考資料をUPしていますので確認の上、制作
してください。
2.提出日：【a日程】5月18日（土） 【b日程】6月8日（土） 【c日程】7月20日（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
・鉛筆による野菜の描写（B3画用紙 1枚）
・鉛筆による植物の線描写生（B3画用紙 数枚）
・人物クロッキー（B3クロッキー帳 数ページ）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時～3講時　課題説明、デッサン（野菜）、合評
4講時　事前課題の合評、人物クロッキーの説明
5講時　人物クロッキー

2日目
1講時～2講時　植物写生の説明、デッサン（植物）、中間合評、
3講時　デッサン（植物）、合評
4講時～5講時　人体クロッキーの説明、人体クロッキー、合評、総括

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 鉛筆（H、HB、B、2B、4B 各2～3本）※必ず削っておくこと
2 カッターナイフ※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申
し出て頂ければ、大学で準備します。
3 B3クロッキー帳（薄い紙）：購買部（ADストア）にて購入することもできます。
4 消しゴム、練り消しゴム

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（ヌードモデル料含む）･･･1,000円
※金額は変更になる場合があります

●その他
鉛筆以外の画材も使用します。汚れてもよい服装で参加してください。
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注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－4（織）
綴織 科目コード： 65104S
1年次～配当年次

2単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。履修の前提条件

染織I－4(織－綴織)
開催日程：2019年5月5日（日）～ 2019年5月6日（月）,2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日
（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

大住由季担当者

科目概要と到達目標

「染織演習I－3（織）」第1課題で学習した基本的な綴織技法を元に、作品を制作します。題材の探し
方、スケッチの方法、綴織に適したデザインの考え方、構図や配色の基本、題材に合わせた織技法を習
得し、木枠機によって織り上げます。作品制作の手順と綴織技法による表現について理解を深めること
が到達目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 魅力的な題材を選び、デザインを練ることができたか
3. 綴織の製織方法を理解し、技法の特色を生かした作品に仕上げることができたか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

モチーフ（野菜・果物）の選択に十分時間をかけてください。食料品店で買える物の他に、自宅で栽培
しているものでもかまいません。枝や葉、根などもモチーフの一部とすることができます。実ものはナ
イフで切って断面をモチーフにすることもできます。モチーフ選びの時点から作品の制作が始まってい
ます。また、テキストや参考文献をよく読んでおきましょう。スクーリング後は、機会があれば美術館
や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL 『TAPESTRY』 Barty Phillips Phaidon Press

課題

【事前課題】
1.課題：綴織作品の題材にしたいと思うモチーフを探しスケッチしてください。モチーフは植物（花、
樹木、野菜、果物など）、動物、風景（組み合わせ可）。色々なモチーフを一枚ずつ描くのではなく、
これと決めた後は対象物をじっくりと色々な角度から観察し、出来るだけ多く（10枚以上）描きましょ
う。このスケッチをもとに、どのような作品を作りたいのか考え、アイデアスケッチを3点以上描いて
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ください。必ず初日に、このスケッチ、アイデアスケッチの全てを持参してください。
2.提出日：5月5日（日・祝）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
綴織で壁掛けを織ります。色数は自由。完成サイズ40×50～60cm
前半：事前課題のスケッチ、アイデアスケッチをもとに綴織のデザインを進めます。機に経糸を張り綴
織の基礎織りを学びます。織り方のデモンストレーションをします。自宅制作のため、織り方の理解を
深めてください。
後半：デザインを完成させ、経糸の整経と緯糸の染色をします。
フォローアップ：織り上がった作品を持参し、合評

【スクーリング受講中の自宅制作について】
1期受講後、2期までにスケッチをもとにデザイン（色付き原寸大の下絵）を完成させる。
2期受講後、自宅の織機で作品を織る。（機かけ、製織）

授業計画

【前期】
1日目
1講時　課題説明・事前課題確認
2講時　綴織技法説明・経糸準備
3講時～5講時　基礎織り

2日目
1講時　デザイン説明
2講時～4講時　デザイン
5講時　デザインの中間合評

【後期】
3日目
1講時　デザイン合評
2講時　デザイン修正
3講時～4講時　整経
5講時　デザイン完成

4日目
1講時　緯糸の準備、選択
2講時　染色方法説明
3講時～4講時　緯糸の染織　
5講時　仕上げの説明

【フォローアップ】2019年8月12日（月・祝）
3講時～5講時　織り上がった作品の合評

● 本科目は自宅の織機で作品を織り上げます。前期スクーリング中には機を決定し、後期スクーリン
グまでには設置するようにしてください。その際、今後着物を制作する予定の方は着物を織れるものを
用意してください。また、木枠機・卓上機でも制作は可能ですが40cm幅のものが織れる機をご用意くだ
さい。まだ機を購入されていない方は初回スクーリング時に教員と相談することも可能です。

● 自宅に機があり使用したい筬がある方は、初回スクーリング時にお持ちいただくか筬密度と筬の長
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さを調べてきてください。筬の目安としては寸間5～20、cm間3～7程度になります。

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.33～34、pp.68～70）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織V－3」のページ） 、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 はさみ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申し出て
頂ければ、大学で準備します。
4 定規（45cm以上）
5 自分の織機の資料：織り機の写真、筬の種類（目数）など
6 スケッチ（10枚以上）：事前課題についての欄を参照。モチーフがあれば持参、またはモチーフの写
真（プリントアウトしたもの）
7 アイデアスケッチ（3枚以上）：事前課題についての欄を参照
8 鉛筆、色鉛筆、不透明水彩絵具など画材一式
9 カッターナイフ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に
申し出て頂ければ、大学で準備します。
10 消しゴム、練り消しゴム
11 スケッチブックまたはクロッキー帳（F8またはB3）：事前課題で使用したもの。但し残ページが少
ない場合は新しい物を持参すること。
12 フォーク、または綴織用の櫛
13 割り箸5膳
14 染色セット

【後半】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.33～34、pp.68～70）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織V－3」のページ） 、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 はさみ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申し出て
頂ければ、大学で準備します。
4 定規（45cm以上）
5 自分の織機の資料：織り機の写真、筬の種類（目数）など
6 スケッチ（10枚以上）：事前課題についての欄を参照。モチーフがあれば持参、またはモチーフの写
真（プリントアウトしたもの）
7 アイデアスケッチ（3枚以上）：事前課題についての欄を参照
8 鉛筆、色鉛筆、不透明水彩絵具など画材一式
9 カッターナイフ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に
申し出て頂ければ、大学で準備します。
10 消しゴム、練り消しゴム
11 スケッチブックまたはクロッキー帳（F8またはB3）：事前課題で使用したもの。但し残ページが少
ない場合は新しい物を持参すること。
12 フォーク、または綴織用の櫛
13 割り箸5膳
14 染色セット

【フォローアップ】
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1 完成作品
2 縫針、縫糸、まち針、糸切りはさみ

※織機についてはairUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」をご参照ください。
または、シラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（作品・サンプル用経糸・緯糸）･･･約4,000円　※各自の作品内容により変更の場合がありま
す。
※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅱ－1（染）
染色実験 科目コード： 65105S
1年次～配当年次

1単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65120で履修してください。履修の前提条件

染織II－1(染－染色実験)a
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－1(染－染色実験)b
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－1(染－染色実験)c
開催日程：2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

古濱裕樹（京都）、佐々木麻紀子（東京）、久田多恵担当者

科目概要と到達目標

合成染料を用いた染色法について、数人のグループによる実験形式で学びます。繊維によって適する染
料は異なり、綿用の染料でも複数ありますが堅牢度や色調、適する染色技法によって様々に使い分けら
れます。本科目では、綿・麻・レーヨン用の直接染料と反応染料、毛・絹・ナイロン用の酸性染料に
よって、浸染や引き染で染色する実習を行い、理論に基づいた染色技術を習得します。また、精練や漂
白といった繊維の前処理、家庭での蒸しの技法などについても実習を通して理解します。その他の染料
や繊維についても簡単に解説します。独りでも自信を持って染められるようになることが到達目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事後課題への取り組み
2. 授業姿勢
3. サンプル帳の完成度
授業への取り組みと事後レポート課題による総合評価

予習・復習

合成染料や繊維に関し科学的に書かれた文章に目を通してみて下さい。参考文献・URLに記載しました
ものは一例に過ぎません。どのようなものでも結構です。深く理解できなくても構いません。気になっ
たことはスクーリング時に質問して下さい。スクーリング後は、学んだことを生かし、他の興味を持っ
た染料についても調べてみましょう。機会があればそれらの染料にてサンプルを染めてみるようにして
ください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無
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参考文献・URL
『合成染料の技法』 高橋誠一郎 染織と生活社 住化ケムテックス（株）技術資料
「染料総論」「染料各論」（※PDFファイルとしてダウンロード、印刷可）
http://www.chemtex.co.jp/seihin/senryo/technology/

課題

【スクーリング課題内容】
4～7人程度のグループに分かれ、各グループに用意された1～2色の染料（直接・反応・酸性）を用いて
布や糸を染めていく。色はグループによって異なるが、最終的にクラス全員でサンプルを分けあう。サ
ンプルは持ち帰ってサンプル帳を作成し、事後課題として提出する。
最終成果物： 前処理（精練・漂白）糸と布、直接染料、反応染料、酸性染料の各染色物や染色条件・
要点項目などをまとめたサンプル帳

【事後課題】
1. 課題：授業で作成したサンプルを1冊にまとめて提出（詳細はスクーリング中にお知らせします）
2. 課題形式：A4サイズでファイルか冊子とし、形式は自由
3.提出締切：a日程（京都）6月25日（火）【必着】、b日程（京都）7月23日（火）【必着】、c日程
（東京）7月2日（火）【必着】
4.提出形式（郵送・窓口提出）：スクーリングレポート表紙とレポート本文をホチキス留めしてくださ
い。添削指導評価書は不要。
5. 提出先：通信教育部スクーリングレポート受付係
※本科目は、全日程のスクーリングレポート提出後に評価が行われます。成績公開は8月下旬を予定し
ております。

授業計画

【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　繊維の前処理、糊抜き、精練、漂白
3講時～5講時　直接染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）

2日目
1講時～2講時　反応染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）　　　
3講時～4講時　酸性染料による毛糸・絹糸染色（浸染）
5講時　まとめとサンプル切り分け

【自宅学習】
事後課題

受講にあたって

●持参物
1 雑巾1枚
2 エプロン、作業用軽装
3 ゴム手袋：中厚地または厚地
4 染料ステンレススプーン 小（17cm）1本
5 ステンレスボール 大（24cm）1個
6 ディスポカップ 小（300cc）1個
7 PPビーカー 小（500cc）1個
8 プラスチックトレー 1個
9 液体少量計量セット 1セット
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10 スポイト・ポリ（10cc） 1本
11 電子計量器 1個
※4～11は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○材料費（サンプル用布、糸）･･･500円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事後課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組み提出
してください。事後課題の提出がない場合は単位認定の対象外となります。成績の公開につきましては
8月下旬を予定しております。
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染織Ⅱ－2（染）
型染 科目コード： 65106S
1年次～配当年次

2単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。履修の前提条件

染織II－2(染－型染)a
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）,2019年5月11日（土）～ 2019年5月
12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織II－2(染－型染)b
開催日程：2019年11月30日（土）～ 2019年12月1日（日）,2020年2月19日（水）～ 2020年2
月20日（木）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織II－2(染－型染)c
開催日程：2019年12月14日（土）～ 2019年12月15日（日）,2020年2月22日（土）～ 2020年2
月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

兼先恵子、赤坂武敏担当者

科目概要と到達目標

興味を持ったモチーフをスケッチし、それをもとに図案を考え、型紙を彫り、糊置きをして染色する型
染の基本を学びます。スケッチをもとに自身がイメージする作品に仕上げるための草稿の考え方、型を
彫り上げるための白黒草稿の作り方、染料の使い方などを学習します。基本となる型染の技術を踏まえ
ながら独自の発想や構想のもと、選択したモチーフを作品として昇華させ、完成させる表現力と技術を
身につけます。

評価基準と成績評価方法

1. 受講姿勢（事前課題を把握して取り組んでいるか、真摯な姿勢で学び自身の力を発揮できている
か）
2. 集中力と観察力（モチーフの特性をしっかりと捉え魅力を引き出せているか）
3. 独創的で表現豊かに作品を仕上げることができたか
4. 染色作業の手順と色彩構成力
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの
実作を見るようにしてください。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL 稲垣稔次郎、伊砂利彦、西嶋武司、各作品集

課題

■課題内容
【前期】
ハンカチは幾何学模様という制約の中でオリジナリティのある図案を作成。誕生月のカレンダーは事前
課題のスケッチをもとにモチーフを生かした構図で図案を白黒に塗り分け型紙を彫る。
最終成果物：18cm角の幾何学模様と横30cm×縦45cmのカレンダーの白黒草稿図案と彫り上げた型紙

【後期】
「染織III-2(型染のハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)」で彫り上げた型紙を使い幾何学
模様の型を4回展開することによって広がる構成のおもしろさを学び、誕生月をデザインした型紙でマ
イマンスリーカレンダーを作ります。
ハンカチは合成染料（直接染料）で浸染し、カレンダーは和紙に糊置きそしてアクリル絵具で彩色し水
元をして仕上げます。
最終成果物：45cm角のハンカチ1枚と誕生月のカレンダー

■事前課題について
1.課題：
【前期】誕生月のカレンダーのためのスケッチを5枚以上描くこと
ハンカチに関しては幾何学模様のため、ものさし、コンパス等を使っていかにオリジナリティのある模
様構成が出来るかですので、「染織演習II-1」第1課題[幾何形態のステンシル]を参照してください。
誕生月のカレンダーは事前にモチーフとして取り上げたいものをスケッチします。モチーフはその月を
イメージ出来る植物やグッズ、またはその月の行事にちなんだ物、印象深かった事等を選択してスケッ
チしてきてください。例えば1月なら松や水仙、南天、お正月飾りなど、3月なら桃、梅、ひな人形、6
月ならあじさい、雨にちなむグッズ等、絵を見てその月がイメージ出来るものを選択するとデザインし
やすいので、そういうものをスケッチしてください。
スケッチブックはクロッキー帳を使ってください。必ずF6サイズ（409mm×318mm）以上のものを使用し
画面を有効に使って描いてください。スケッチブックのサイズに対して小さいモチーフは1ページに1つ
ではなく3つ4つと描き、大きなモチーフは開いたスケッチブックの見開き両サイドを使って描いてくだ
さい。それでもスペースが足らなければ1ページ切り取ってその部分に貼り足して描いてください。
しっかりしたアウトラインで描くことが大事です。シャドーを入れたりすることも必要なら描いて大丈
夫ですが、それよりは植物なら花のシベや枝のつき方がどうなっているのかなど、モチーフの構造を
しっかり観察して正確に形をとらえることが大事です。
スケッチの仕方については、「染織演習I−2」第1課題参照。モチーフは、各自の身近にあってじっくり
スケッチ出来るものを、視点を変えてあらゆる角度から5枚以上は描いてください。その場合、その時
期しか描けない植物やその場でしか描けない物は、しっかりと数枚を描いてくること。スクーリング時
にスケッチの追加が必要となった時に描けないモチーフはなるべく選択しない方が賢明です。2つ以上
のモチーフを組み合わせるなら、それぞれのモチーフごとに5枚程度を描いてくる努力は必要です。
何度も言いますが、しっかり対象物を観察し、自分の手で描くことによって作品のイメージを構想する
ので、大事な作業です。そのモチーフを使ってどんな世界観で画面を構成するか、何を表現したいかを
考えながら必要なモチーフを選択してください。参考資料として写真を撮ったり、画像の資料を集めて
くるのは良いですが、まずはしっかりとしたスケッチを初日に持参してください。そしてテキスト『染
織演習（染）』の型染のページを読んで技法を理解してきてください。
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※ただし、動画や静止画、または図鑑・写真集の中からスケッチブックに描き写したり、著作権の発生
するキャラクターなどを使用したりすることは採点対象外とします。

【後期】ハンカチは「染織III-2(型染めのハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)」で完成さ
せた白黒草稿で4回展開させる構図を考えて決定してきてください。カレンダーの方は色草稿をある程
度考えてきてください。

2. 提出日：
a日程【前期】4月20日（土）　【後期】5月11日（土）　
b日程【前期】11月30日（土）　【後期】2020年2月19日（水） 　
c日程【前期】12月14日（土）　【後期】2020年2月22日（土）

3. 提出先：授業で使用。

■受講中の自宅制作について
前期終了時に型紙が彫り上がっていない場合、後期までに自宅で彫り上げてくること。

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期＞
1日目
1～3講時　ハンカチ用の幾何学模様の図案をアウトラインで描く。描いた図案を白黒草稿に仕上げる。
カレンダー用に構想してきた図案を実物大に描き完成させる。
4～5講時　 白黒草稿導入

2日目
1～2講時　カレンダー白黒草稿
3～4講時　ハンカチ用、カレンダー用共に型彫り
5講時　白黒草稿の講評

＜後期＞
1日目
1～2講時　和紙に糊置
3～4講時　ハンカチに糊置き後、浸染、水洗、仕上げ
5講時　カレンダーの色挿し

2日目
1～2講時　カレンダーの色挿し
3～4講時　水元、仕上げ
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
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【後期】ハンカチは縮小した白黒草稿で4回展開させた構図と和紙カレンダーの色草稿（スクーリング
初日に持参のこと）

【前期】
1 制作に必要な写真・資料など：あくまで参考資料です。必要なければいりません。
2 モチーフをスケッチしたスケッチブック、または画用紙など：事前課題についての欄を参照
3 エプロン
4 雑巾1枚
5 はさみ：文具用
6 デザインカッターナイフ：30°替刃持参、型彫り用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機
内への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
7 捺染テープ（1.5cmまたは3cm幅）1～2巻：※当日販売あり
8 定規（30cm前後）
9 鉛筆（HB、B、2B、4Bなど）1～2本：必ず削っておくこと（草稿用）、2B～4Bは必ず使用するのでい
ずれか1本は持参のこと
10 カッターナイフ：紙の裁断用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができま
せん。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
11 彩色筆（習字用も可）太・細各1本ずつ：白黒草稿に使用
12 サインペン（水性）または筆ペン：白黒草稿に使用
13 赤鉛筆：ツリ記入用
14 黒ボールペン（青も可）1本
15 修正ペン：白黒草稿の修正に使用、なるべくペン書き仕様のものが良い
16 スティック糊
17 消しゴム
18 コンパス
19 テンプレート（幾何図形の型ぬきしてある製図用のもの。持っている人のみ）

【後期】
1 エプロン
2 雑巾1枚
3 はさみ：文具用
4 デザインカッターナイフ：30°替刃持参、型彫り用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機
内への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 捺染テープ（1.5cmまたは3cm幅）1巻：※当日販売あり
6 白黒草稿、型紙、型紙からはがしたツリ入りの原稿：「染織III－2」で制作したもの※型紙を忘れた
場合、その後の制作ができませんので、必ず持参のこと。
7 ゴム付き駒ベラ（9cmまたは12cm）：糊置き用 ※当日販売あり
8 摺り込み刷毛セット（冬毛のもののみ）：冬毛（やわらかい毛質）の幅6分以上の太めのものを持っ
ている方は持参のこと※当日販売あり
9 青花ペン、またはチャコペンシル：布地にマーキングする時に使用
10 プラスチックトレー 1枚：糊置き時に使用
11 PPビーカー500cc 1～2個、またはディスポカップ300cc 1～2個：刷毛の水浸用
12 ゴム手袋：水洗時使用（無くてもOKですが肌の敏感な人は持参の事）
13 ハンドタオル2～3枚：使用済が良い。※型紙の水分拭き取りや、刷毛に含まれた染料調整などに使
用します。
14 アクリル絵具、パレット（メーカー等の指定はありません）

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
【前期】
○コピーカード（NC107教室コピー機専用/100度入り）･･･1,000円
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販売：田中直染料店
○型紙（ST11番）25cm×27.5cm、55cm×40cmの2枚･･･約630円
○捺染テープ1.5cm幅または3cm幅･･･約90～180円/1個
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。（希望者のみ）
○紙管（型紙を丸めて持ち帰るため）･･･約250円
※金額は変更になる場合があります

【後期】
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店　
○ハンカチ45cm角･･･約150円
○摺り込み刷毛各種･･･約900～2,000円※太めのものも必要。なるべく使用する色数分。
○型糊200g･･･約450円
○ゴム付き駒ベラ9cmまたは12cm･･･約1,500円
○和紙（雲井）1人1枚（98cm×65cm）･･･約500円
※金額は変更になる場合があります

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。（希望者のみ）
○紙管（型紙を丸めて持ち帰るため）･･･約250円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
・テキスト科目「染織演習I－2（染）」第2課題 スクーリング受講に先立って履修しておくことが望ま
しい科目です。描写（スケッチ）について学びます。
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染織Ⅱ－3（織）
染色実験 科目コード： 65107S
1年次～配当年次

1単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65120で履修してください。履修の前提条件

染織II－3(織－染色実験)a
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－3(織－染色実験)b
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－3(織－染色実験)c
開催日程：2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

古濱裕樹（京都）、佐々木麻紀子（東京）、久田多恵担当者

科目概要と到達目標

合成染料を用いた染色法について、数人のグループによる実験形式で学びます。繊維によって適する染
料は異なり、綿用の染料でも複数ありますが堅牢度や色調、適する染色技法によって様々に使い分けら
れます。本科目では、綿・麻・レーヨン用の直接染料と反応染料、毛・絹・ナイロン用の酸性染料に
よって、浸染や引き染で染色する実習を行い、理論に基づいた染色技術を習得します。また、精練や漂
白といった繊維の前処理、家庭での蒸しの技法などについても実習を通して理解します。その他の染料
や繊維についても簡単に解説します。独りでも自信を持って染められるようになることが到達目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事後課題への取り組み
2. 授業姿勢
3. サンプル帳の完成度
授業への取り組みと事後レポート課題による総合評価

予習・復習

合成染料や繊維に関し科学的に書かれた文章に目を通してみて下さい。参考文献・URLに記載しました
ものは一例に過ぎません。どのようなものでも結構です。深く理解できなくても構いません。気になっ
たことはスクーリング時に質問して下さい。スクーリング後は、学んだことを生かし、他の興味を持っ
た染料についても調べてみましょう。機会があればそれらの染料にてサンプルを染めてみるようにして
ください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無
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参考文献・URL
『合成染料の技法』 高橋誠一郎 染織と生活社 住化ケムテックス（株）技術資料
「染料総論」「染料各論」（※PDFファイルとしてダウンロード、印刷可）
http://www.chemtex.co.jp/seihin/senryo/technology/

課題

【スクーリング課題内容】
4～7人程度のグループに分かれ、各グループに用意された1～2色の染料（直接・反応・酸性）を用いて
布や糸を染めていく。色はグループによって異なるが、最終的にクラス全員でサンプルを分けあう。サ
ンプルは持ち帰ってサンプル帳を作成し、事後課題として提出する。
最終成果物： 前処理（精練・漂白）糸と布、直接染料、反応染料、酸性染料の各染色物や染色条件・
要点項目などをまとめたサンプル帳

【事後課題】
1. 課題：授業で作成したサンプルを1冊にまとめて提出（詳細はスクーリング中にお知らせします）
2. 課題形式：A4サイズでファイルか冊子とし、形式は自由
3.提出締切：a日程（京都）6月25日（火）【必着】、b日程（京都）7月23日（火）【必着】、c日程
（東京）7月2日（火）【必着】
4.提出形式（郵送・窓口提出）：スクーリングレポート表紙とレポート本文をホチキス留めしてくださ
い。添削指導評価書は不要。
5. 提出先：通信教育部スクーリングレポート受付係
※本科目は、全日程のスクーリングレポート提出後に評価が行われます。成績公開は8月下旬を予定し
ております。

授業計画

【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　繊維の前処理、糊抜き、精練、漂白
3講時～5講時　直接染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）
2日目
1講時～2講時　反応染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）　　　
3講時～4講時　酸性染料による毛糸・絹糸染色（浸染）
5講時　まとめとサンプル切り分け

【自宅学習】
事後課題

受講にあたって

●持参物
1 雑巾1枚
2 エプロン、作業用軽装
3 ゴム手袋：中厚地または厚地
4 染料ステンレススプーン 小（17cm）1本
5 ステンレスボール 大（24cm）1個
6 ディスポカップ 小（300cc）1個
7 PPビーカー 小（500cc）1個
8 プラスチックトレー 1個
9 液体少量計量セット 1セット
10 スポイト・ポリ（10cc） 1本
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11 電子計量器 1個
※4～11は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○材料費（サンプル用布、糸）･･･500円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事後課題が設定されています。詳細はスクーリング中に教員よりお知らせします。必ず指
定日までに取り組んでください。期日内に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅱ－4（織）
経絣 科目コード： 65108S
1年次～配当年次

2単位数

※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。履修の前提条件

染織II－4(織－経絣)a
開催日程：2019年4月27日（土）～ 2019年4月28日（日）,2019年7月27日（土）～ 2019年7月
28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織II－4(織－経絣)b
開催日程：2019年5月3日（金）～ 2019年5月4日（土）,2019年8月11日（日）～ 2019年8月12
日（月）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織II－4(織－経絣)c
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）,2019年8月14日（水）～ 2019年8月
15日（木）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織II－4(織－経絣)d
開催日程：2019年6月29日（土）～ 2019年6月30日（日）,2019年8月19日（月）～ 2019年8月
20日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

木内小織、村山順子担当者

科目概要と到達目標

【前期】
経絣（たてがすり）は、糸の段階で＜染まる部分＞と＜染まらない部分＞に染め分けた経糸を使って図
柄を織り出す技法です。この技法を用いた織作品を制作するためのデザインを作成します。経絣の構造
と特徴を理解し、それらを活かしたデザインを目指しましょう。

【後期】
経絣（たてがすり）技法の染色の方法と、機にかけるための工程の1つである経巻き（たてまき）の方
法を学びます。染色では、セルロース系の繊維に適したスレン染料についての理解と、絣を染める方法
についての理解を目指します。経巻きでは、その手順の理解を目指します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 発想力
3. 構想力
4. 技術力
授業への取り組みと制作課題による総合評価
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予習・復習

テキストおよびシラバスに目を通しておきましょう（持参物項目に記されているページ）。また、すで
に「染織II-3（織）染色実験」を履修済みの学生は、酸性染料について復習しておきましょう。スクー
リング後は、身のまわりの絣布に目を向けて色や構成について観察してみましょう。また国内外の伝統
的な絣について、できるだけ多くの実作を見るようにしてみましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』pp.6～9、11～13、72～96、166～170

参考文献・URL
『織の海道』 沖縄本島・久米島編/八重山・宮古編/奄美・鹿児島・久留米編 「織
の海道」実行委員会 アート印刷株式会社
 ※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
＜前期＞
1.課題：作品サイズの1/4の大きさ（5×20cm）の経絣のアイデアデザイン　2点以上、A4サイズ1枚につ
き1点
下記のルールに従って作成します。
①作品サイズの1/4の大きさの画面を、縦方向に10等分する（0.5×20cmの枠が10個出来る）。
②その中に、0.5cm、1cm、1.5cm、2cm、2.5cmの5種類の四角形を組み合わせてデザインする。
③1つの枠に対して10個以上の四角形が入らないようにする。
④四角形が入らない枠があってもよい。
※事前課題制作参考図は、airUの当該科目にUPしていますのでご利用ください。

2.提出日：【a日程】4/27（土）、【b日程】5/3（金・祝）、【c日程】6/22（土）、【d日程】6/29
（土）

3.提出先：授業で使用

＜後期＞
1.課題：整経（10本×10束）、デザインに沿った絣括り、経糸の色を決定する、染料助剤の計算をす
る。※課題の詳細については「染織IV-1」のスクーリング内でお伝えします。既に受講済みの方はairU
の当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。

2.提出日：【a日程】7/27（土）、【b日程】8/11（日・祝）、【c日程】8/14（水）、【d日程】8/19
（月）

3.提出先：授業内で使用

■受講後の自宅制作について
授業内に織り上げたショールを自宅で縮絨し、提出します。詳細はスクーリング中にお知らせします。

【スクーリング課題内容】
＜前期＞経絣技法のためのデザインを作成します。
最終成果物：原寸大のデザイン（20×80cm）1点
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＜後期＞デザインに基づいて絣括りをした経糸を染色します。その後、絣ほどきをして経巻きを行いま
す。
最終成果物：デザインに基づいて染め分けた経絣糸

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【前期】
1日目
1講時　課題説明
2講時～4講時　デザインチェック～アイデアデザイン
5講時　講評会

2日目
1講時　整経説明
2講時～4講時　デザイン
5講時　合評会

【後期】
1日目
1講時　染色説明
2講時～4講時　染色
5講時　絣ほどき

2日目
1講時　合評
2講時～5講時　経巻き

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV-1」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 事前課題のアイデアデザイン2点
4 エプロン（作業用軽装）
5 マスキングテープ：図案制作時にあると便利※購買部（ADストア）でも購入可
6 筆記用具、電卓：図案制作用具
7 はさみ（文具用）：図案制作用具※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができ
ません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
8 定規（15cm程度）：図案制作用具
9 色鉛筆（12色以上）：図案制作用具
10 整経台（棒1本/1個）※テキスト科目 【染織演習II－2セット】の教材セットに含まれますので、
持っていない方は受講までにお申し込みください。当日、教室での受取りを希望の方は申込み用紙に、
その旨ご記入ください。
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【後期】
1 テキスト『染織演習（織）』： コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV－2」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 デザイン（「染織IV-1」で作成したもの）
4 デザインに沿って絣括りをした経糸：事前課題
5 エプロン、作業用軽装、マスク：ハイヒール、サンダル、下駄不可
6 マスキングテープ：あると便利※購買部（ADストア）でも購入可
7 筆記用具、電卓：染色、整経作業で使用
8 プラスチックトレー2個：染色作業で使用
9 ポリプロピレンテープ（5m程度～1巻き）
10 雑巾1枚：染色用具
11 ゴム手袋、軍手：染色用具
12 染色スプーン 小3本：染色用具
13 PPビーカー500cc 3個：染色用具
14 電子計量器：染色用具
15 リッパー：絣ほどき時等に使用（あれば持参）
16 メジャー（1.5～2m）：あれば便利
17「染織I‐2（藍色絞りの浴衣をデザインする）」のスレン染料に関する資料やデータ：あれば持参

●諸経費
【前期】
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（ラミー）･･･約2,600円
○整経台（棒2本/1個）･･･約1,200円
※金額は変更する場合があります。

【後期】
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○スレン染料･･･500円前後
○助剤セット･･･2,600円
持っていない人のみの購入となります。
※金額は変更する場合があります。

注意事項

・本科目は新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目受講に先立って「染織II-3（織-染色実験）」を履修しておくことが望ましい。染色実験では
合成染料について学びます。本科目では、その内の酸性染料を使用します。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－1（染）
色彩 科目コード： 65109S
2年次～配当年次

1単位数

2010年度までに「染織III－A（染－ろう染）」を単位修得済みの方は履修できません
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65616で履修してください。

履修の前提条件

染織III－1(染－色彩)a
開催日程：2019年9月28日（土）～ 2019年9月29日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－1(染－色彩)b
開催日程：2019年10月19日（土）～ 2019年10月20日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－1(染－色彩)c
開催日程：2019年10月26日（土）～ 2019年10月27日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

染織III－1(染－色彩)d
開催日程：2019年11月9日（土）～ 2019年11月10日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

開講日程・
開講地・定員

英ゆう（京都）、箱嶋泰美（東京）担当者

科目概要と到達目標

色彩は主に視覚を通して得られる情報であり、環境や様々な条件と、その受け取り手である個人によっ
て感じ方がそれぞれ違ってきます。ここでは色彩について他の人と話し合うための共通言語を学び、実
際に色を使って検証します。テキストの内容の中で特に「色相・彩度・明度」と「補色」を理解し、色
彩表現に反映させます。不透明水彩絵具を使って美しくムラの無い面を塗る方法、真っすぐな線を引く
ための溝引きなどの技術と、様々な組み合わせで混色し、細かく調色することを学びます。また、最後
にその色彩を生かした色彩構成の作品を描く練習をします。かたちと色彩によるイメージ表現まで到達
することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2.「色相・彩度・明度」を正しく理解して彩色に反映できているか
3. 注意深く調色できているか
4. 積極的に様々な混色ができているか
5. 色彩の組み合わせを生かして平面構成されているか
6. 仕事が丁寧であるか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

テキスト『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』を読んで色の三属性である「色相」「彩
度」「明度」の言葉が表す内容を事前におさえるようにして、講義内容について理解を深めるようにし
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てください。スクーリング後は、自分でモチーフを選び出し、もう一度色をつくって色面分割の構成
や、より自由な表現で描きましょう。枚数を重ねる毎により多くの発見があり、表現の幅は広がりま
す。

テキストと参考文献・URL

テキスト

『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭　日本色研
事業株式会社
※旧カリキュラム対象の方は、テキスト科目「染織演習II－2（染）」のテキスト
です。2012年度よりテキストを変更しているため、3年次以上となる方で本科目を
履修される場合は、『学習ガイド2018』を確認のうえ、「テキスト送付・購入申込
書」で請求してください。

参考文献・URL
『色彩論』 ヨハネス・イッテン 美術出版社
『日本の色辞典』 吉岡幸雄 紫紅社
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

不透明水彩絵の具を使ってベタ塗りの練習をする。色の基本的な属性を実技を通して理解する。混色や
調色の作業をすることで更に色彩を扱う技術と感覚をみがく。

【事前課題】
1. 課題：色相と彩度を比較する平面作品（八つ切りケント紙）1枚※事前課題を行う際の参考図につい
てはairUシラバスの事前課題の項目をご覧ください。
2. 提出日：a日程（京都）9月28日（土）、b日程（京都）10月19日（土）、c日程（東京）10月26日
（土）、d日程（東京）11月9日（土）
3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
モチーフから様々な色を引き出す平面作品（八つ切りケント紙）1枚、2枚の組み合わせによる構成で色
彩表現の効果を確認する平面作品（四つ切りケント紙）1枚

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1～2講時　講義とデモンストレーション「色彩の三属性と補色」
3～5講時　第一課題「モチーフから色を引き出す」
2日目
1～3講時　第二課題「色面分割と色彩表現」
4講時　合評
5講時　質疑応答

受講にあたって

●持参物
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事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
1 鉛筆
2 消しゴム：練り消しゴム、または紙の表面を傷つけないもの
3 ターナーのポスターカラー18色セット：※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は必ず事前
に購入し持参すること。（白、レモンイエロー等は当日買い足しが必要になる場合があります。東京ク
ラス受講生は多めに持参してください。）
4 平筆（大～小混ぜて3本以上）：不透明水彩絵具のべた塗りに適しているもの 〈参考〉（平筆 ナイ
ロン中里SN666 No.4）（平筆 ナイロン中里SN666 No.8）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラ
ス受講生は必ず事前に購入し持参すること。
5 面相筆：2本以上、先が整っているもの〈参考〉（面相筆 ナイロン中里SNR666 No.4）（面相筆 ナイ
ロン中里SNR666 No.8）（面相筆 紅葉小中里）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は
必ず事前に購入し持参すること。
6 パレット1枚、または絵皿6枚以上
7 筆洗、またはバケツ（大き目のサイズの物が好ましい。携帯用コンパクトサイズは不可。）
8 雑巾
9 エプロン
10 定規（40cm以上）：もし持っていれば溝引き用の溝のあるもの
11　マスキングテープ（幅9mmほど2巻）：粘着が弱く、白無地のもの※購買部（ADストア）にあり
12 『カラーコーディネーター入門 色彩』：テキスト
13 クロッキー帳：薄手の紙でA4サイズ以上　※使用しているものがあればそれを使ってもよい
14 スポイト、または水差し：持っている人のみ
※筆とパレットは不透明水彩絵具専用のものが必要です。透明水彩用の道具を持参される方がいますの
で事前によくチェックするか、購買部（ADストア）でお求めください 。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（生花）･･･1,000円

※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－2（染）
蠟染 科目コード： 65110S
2年次～配当年次

2単位数

2010年度までに「染織III－A（染－ろう染）」を単位修得済みの方は履修できません。
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65129で履修してください。

履修の前提条件

染織III－2(染－ろう染)a
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織III－2(染－ろう染)b
開催日程：2019年8月22日（木）～ 2019年8月23日（金）,2019年8月27日（火）～ 2019年8月
28日（水）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

舘正明担当者

科目概要と到達目標

蠟染めは、蠟を防染剤に用いる染色技法で、熱して液状になった蠟で文様を布地に描き、染色したのち
に蠟を取り除き、模様を染め出す技法です。蠟染めの特徴は、筆や版で蠟描きする手軽さや、半防染や
亀裂などの蠟味のおもしろさ、蠟の確かな防染力を利用して染色と蠟置きを繰り返す模様の複雑さと重
ね染めによる色彩の深みなどです。この科目では蠟染めの技法の一種である型蠟技法を学びます。型蠟
技法の特徴を把握し、蠟染めの工程を理解することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 技法の習熟度
3. テストピースでの研究と結果
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング前にテキスト『染織演習（染）』ろう染の素材と技法（pp.86～106）を読み、ろう染につ
いて理解を深めるようにしてください。特に「ろうによる防染効果」（p.93）の＜半防染＞と＜図1 ろ
うの置き方と厚み＞は重要です。また、＜型技法 ⑤凸版＞（pp.100～101）もスクーリング内容に近
く、参考になるでしょう。スクーリング後は、今回の成果物を用い、日常で使えるものを作ってみま
しょう。機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL
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課題

【事前課題】
○事前課題用：蠟染め材料道具セット
布（綿、ブロード60番、2.5m）
リアック染料、イエロー3G、レッド2B、ターキスブルーG　各色10g：1本
フィキサー2　150g：1本
無水芒硝　250g：1袋
ナイロン刷毛　70mm：4本
※事前課題をするために必要な蠟染め材料道具セットは各自で購入してください。購入先につきまして
はシラバス巻末またはairUの当該科目にUPしている【資料編・教材申込書】に収録の申込用紙で田中直
染料店に直接お申込ください。

以下、事前課題を進めるにあたっての制作参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考に
してください。

①課題：スクーリング中のテストピース制作に使用する布を、各色2枚ずつ、合計6枚染色する。
1、制作の進め方を参考に布を切り分けます。この事前課題で使用する布は約30cm角サイズの12枚のう
ち6枚です。（この事前課題で使用しない残りの布はスクーリングに持参してください。）
2、1ℓのppビーカーに水を600cc入れます。
3、染料0.2g、無水芒硝30gを計り、ppビーカーに入れよく溶かします。
4、切り分けた布2枚を入れ、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら約10分間染色しま
す。
5、布を別の容器に取り出します。
6、フィキサー2を24cc計り、ppビーカーに入れ混ぜます。
7、布を戻し、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら、約30分間染色します。
8、布を取り出し、よく水洗いしたのち乾燥させます。
9、同様の手順で残りの2色も染めてください。
注意：反応染料は通常、染色工程の最後にソーピングを必要としますが、その工程はスクーリング内で
おこないますので事前課題では水洗いまでとします。

②提出日：【a日程】8月17日（土）　【b日程】8月22日（木）

③提出先：授業で使用
※事前課題をするために必要な蠟染め材料道具セットは各自で購入してください。購入先につきまして
はairUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材
申込書】をご参照ください。

【スクーリング課題内容】
このスクーリング課題での蠟置きは凸版を用います。前期のテストピース制作では、用意された幾何形
態の凸版を使用し、実験的に蠟置きと染色を繰り返し、様々な色彩と形を作り出します。このテスト
ピース制作を通して、技法の特徴や蠟染めの工程を学びます。
後期ではテストピース制作での経験や結果をもとに大きな布を染色します。

最終成果物：テストピース（約30cm角）5枚以上、型蠟技法染色布（90×70cm）1枚

授業計画

【自宅学習】
事前課題
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【スクーリング】
＜前期＞
1日目
1講時　蠟染めについて
2～3講時　課題説明、蠟染めの制作工程について
4～5講時　テストピース制作

2日目
1講時～3講時　テストピース制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

＜後期＞
3日目
1講時　課題説明、染色準備
2～5講時　型蠟技法染色布制作

4日目
1～3講時　型蠟技法染色布制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
【前期】
1 染色用具（ディスポカップ5個以上・プラスチックトレー3枚）
2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
5 摺り込み刷毛：六分以上の大きなもので持っているもの
6 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの※当日販売あり
7 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
残り約1.3m）
8 古新聞：2日分
9 古タオル：3枚程度、水をよく吸収するもの
10 ゴム手袋1組
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【後期】
1 ディスポカップ5個以上
2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
5 摺り込み刷毛：六分以上の大きなもので持っているもの
6 引き染め刷毛：持っているものがあれば
7 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの※前期のみ当日販売あり
8 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
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残り約1.3m）
9 古新聞：2日分
10 古タオル3枚程度：水をよく吸収するもの
11 ゴム手袋1組
12 画鋲（金属製）： 100個程度
13 鉛筆（4B程度）：1本
14 ガムテープ（布）：1巻
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【必要に応じて】
ドライヤー：乾燥用（必ず持参ではありませんが、あると便利です）

●諸経費
前期日程でナイロン刷毛を購入予定の方は以下の費用をご用意ください。
前期：販売　田中直染料店
○ナイロン刷毛 30mm･･･350円、50mm･･･450円、70mm･･･540円

※ナイロン刷毛は各自の制作状況によって多く必要となる場合があります
※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－3（織）
色彩 科目コード： 65111S
2年次～配当年次

1単位数

2010年度までに「染織III－B（織－組織を織る）」を単位修得済みの方は履修できません
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65616で履修してください。

履修の前提条件

染織III－3(織－色彩)a
開催日程：2019年9月28日（土）～ 2019年9月29日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－3(織－色彩)b
開催日程：2019年10月19日（土）～ 2019年10月20日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－3(織－色彩)c
開催日程：2019年10月26日（土）～ 2019年10月27日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

染織III－3(織－色彩)d
開催日程：2019年11月9日（土）～ 2019年11月10日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

開講日程・
開講地・定員

英ゆう（京都）、箱嶋泰美（東京）担当者

科目概要と到達目標

色彩は主に視覚を通して得られる情報であり、環境や様々な条件と、その受け取り手である個人によっ
て感じ方がそれぞれ違ってきます。ここでは色彩について他の人と話し合うための共通言語を学び、実
際に色を使って検証します。テキストの内容の中で特に「色相・彩度・明度」と「補色」を理解し、色
彩表現に反映させます。不透明水彩絵具を使って美しくムラの無い面を塗る方法、真っすぐな線を引く
ための溝引きなどの技術と、様々な組み合わせで混色し、細かく調色することを学びます。また、最後
にその色彩を生かした色彩構成の作品を描く練習をします。かたちと色彩によるイメージ表現まで到達
することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2.「色相・彩度・明度」を正しく理解して彩色に反映できているか
3. 注意深く調色できているか
4. 積極的に様々な混色ができているか
5. 色彩の組み合わせを生かして平面構成されているか
6. 仕事が丁寧であるか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

テキスト『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』を読んで色の三属性である「色相」「彩
度」「明度」の言葉が表す内容を事前におさえるようにして、講義内容について理解を深めるようにし
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てください。スクーリング後は、自分でモチーフを選び出し、もう一度色をつくって色面分割の構成
や、より自由な表現で描きましょう。枚数を重ねる毎により多くの発見があり、表現の幅は広がりま
す。

テキストと参考文献・URL

テキスト

『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭　日本色研
事業株式会社
※旧カリキュラム対象の方は、テキスト科目「染織演習II－3（織）」のテキスト
です。2012年度よりテキストを変更しているため、3年次以上と
なる方で本科目を履修される場合は、『学習ガイド2018』を確認のうえ、「テキス
ト送付・購入申込書」で請求してください。

参考文献・URL
『色彩論』 ヨハネス・イッテン 美術出版社
『日本の色辞典』 吉岡幸雄 紫紅社
 ※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

不透明水彩絵の具を使ってベタ塗りの練習をする。色の基本的な属性を実技を通して理解する。混色や
調色の作業をすることで更に色彩を扱う技術と感覚をみがく。

【事前課題】
1. 課題：色相と彩度を比較する平面作品（八つ切りケント紙）1枚※事前課題を行う際の参考図につい
てはairUシラバスの事前課題の項目をご覧ください。
2. 提出日：a日程（京都）9月28日（土）、b日程（京都）10月19日（土）、c日程（東京）10月26日
（土）、d日程（東京）11月9日（土）
3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
モチーフから様々な色を引き出す平面作品（八つ切りケント紙）1枚、2枚の組み合わせによる構成で色
彩表現の効果を確認する平面作品（四つ切りケント紙）1枚

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1～2講時　講義とデモンストレーション「色彩の三属性と補色」
3～5講時　第一課題「モチーフから色を引き出す」

2日目
1～3講時　第二課題「色面分割と色彩表現」
4講時　合評
5講時　質疑応答

受講にあたって

●持参物
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事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
1 鉛筆
2 消しゴム：練り消しゴム、または紙の表面を傷つけないもの
3 ターナーのポスターカラー18色セット：※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は必ず事前
に購入し持参すること。（白、レモンイエロー等は当日買い足しが必要になる場合があります。東京ク
ラス受講生は多めに持参してください。）
4 平筆（大～小混ぜて3本以上）：不透明水彩絵具のべた塗りに適しているもの 〈参考〉（平筆 ナイ
ロン中里SN666 No.4）（平筆 ナイロン中里SN666 No.8）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラ
ス受講生は必ず事前に購入し持参すること。
5 面相筆：2本以上、先が整っているもの〈参考〉（面相筆 ナイロン中里SNR666 No.4）（面相筆 ナイ
ロン中里SNR666 No.8）（面相筆 紅葉小中里）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は
必ず事前に購入し持参すること。
6 パレット1枚、または絵皿6枚以上
7 筆洗、またはバケツ（大き目のサイズの物が好ましい。携帯用コンパクトサイズは不可。）
8 雑巾
9 エプロン
10 定規（40cm以上）：もし持っていれば溝引き用の溝のあるもの
11　マスキングテープ（幅9mmほど2巻）：粘着が弱く、白無地のもの※購買部（ADストア）にあり
12 『カラーコーディネーター入門 色彩』：テキスト
13 クロッキー帳：薄手の紙でA4サイズ以上　※使用しているものがあればそれを使ってもよい
14 スポイト、または水差し：持っている人のみ
※筆とパレットは不透明水彩絵具専用のものが必要です。透明水彩用の道具を持参される方がいますの
で事前によくチェックするか、購買部（ADストア）でお求めください 。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（生花）･･･1,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－4（織）
組織を織る 科目コード： 65112S
2年次～配当年次

2単位数

2010年度までに「染織III－B（織－組織を織る）」を単位修得済みの方は履修できません
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織III－4(織－組織を織る)a
開催日程：2019年8月9日（金）～ 2019年8月10日（土）,2019年9月2日（月）～ 2019年9月3
日（火）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織III－4(織－組織を織る)b
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年9月7日（土）～ 2019年9月8
日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織III－4(織－組織を織る)c
開催日程：2019年8月24日（土）～ 2019年8月25日（日）,2020年2月20日（木）～ 2020年2月
21日（金）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

吉田桂子、大住由季、久田多恵、新田恭子担当者

科目概要と到達目標

織物の構造を理解するために、織り機で基本的な組織の布を織ります。布にはその用途に合わせていろ
いろな組織（経糸と緯糸の組み合わされる構造）がありますが、もっとも基本になるものは「三原組
織」（平織、綾織、朱子織）です。授業ではまず3色の経糸を色ごとに綜絖の通し方を変えて、三原組
織と綜絖の通し方の違いで表れる織物組織を確認します。その後自由に組織と色を組み合わせた作品を
織ります。布がどのようにして織り成されているのかを知ることと、織り機の基本的な扱い方を知るこ
とが目標です。次に実用的な布である帯を織ります。織り機は簡単な木材を組み合わせた腰機（こしば
た）を使います。自分の腰で経糸に張力を与え、中筒と糸綜絖を操作して織り進める方法を習得するこ
とも目標の一つです。また人が衣類を纏うために必要な帯の役割について学び、自分で締めることを目
的とした帯を織り上げることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 織物の構造を理解できたか
3. 織り機の扱い方と、織り上げるまでの工程を理解できたか
4. 課題の条件の中で組織や糸の色を工夫して織ることができたか
5. 帯の役割を理解し、経糸の縞模様を工夫することができたか
6. 腰機の扱い方と、織り上げるまでの工程を理解できたか
授業への取り組みと制作課題による総合評価
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予習・復習

スクーリングまでに身のまわりの様々な布に目を向け、織物であれば経（たて）・緯（よこ）の糸がど
のように交差しているか観察しましょう。手触りや厚み、縦横や斜めに引っ張ったときの伸び具合など
も観察してみましょう。テキスト『染織演習（織）』pp.6～13を一読しておいてください（内容をすべ
て理解できなくてもかまいません）。
和装、洋装を問わず衣服を身に着けるための帯やベルトなど、腰回りの用品について観察しましょう。
和装についての本は公共の図書館などにも多種類あります。それらを読み、帯の種類や結び方について
調べておきましょう。
スクーリング後は、応用作品で織った布のドラフト図を書いて、授業内容について復習してください。
また帯を織り上げ、実際に結んでみて帯の締めやすさや色の効果について観察してください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL

『シンプル・ウィービング』箕輪久美子 日本東京手織機繊維デザインセンター
『the Handweaver’s Pattern Directory』Anne Dixon
『世界の織機と織物』国立民族学博物館
『図説 手織機の研究』前田亮 京都書院
『続・図説 手織機の研究〔日本編〕』前田亮 京都書院
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります
通信染織コースブログ
http://tsuushinsensyoku.blogspot.jp/（ラベル：作品紹介）※後半3日間につい
て

課題

【事前課題】
＜前期＞
1.課題
（1）：テキスト『染織演習（織）』pp.6～13を読んでおいてください。内容をすべて理解できなくて
も構いません。
（2）：織物の組織について理解するために、白黒の紙を使って模型を作ります。以下の用具・材料を
揃え、手順に沿って制作してください。
※事前課題制作の手順参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。
2.提出日：スクーリング初日に持参【a日程】8/9（金）、【b日程】8/17（土）、【ｃ日程】8/24
（土）
3.用具：定規、鉛筆、カッター、カッターマット※カッターマットは30×45cm程度のものが持ち運びに
便利です。
4.材料：黒ケント紙または黒画用紙（A4サイズ1枚）、白ケント紙または白画用紙（A4サイズ1枚）、A4
クリアポケットまたはクリアファイル1枚
※A4サイズがなければ大きめの紙を切って使用してください
※ADストアの商品ではミューズハイブラックA3、ドリームケントなど
※「染織II-3」でも同様の課題があります。A4サイズで黒い紙は4枚程度、白い紙は3枚程度、クリアポ
ケットは4枚必要です

＜後期＞
1.課題：織物の組織について理解するために、白黒の紙を使って模型を作ります。
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綾織（2/2）、綾織（3/1）、変則朱子織、以上3種類を織る。
※事前課題制作の手順参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。
2.提出日：スクーリング初日に持参【a日程】9/2（月）、【b日程】9/7（土）、【c日程】2020/2/20
（木）
3.用具：定規、鉛筆、カッター、カッターマット※カッターマットは30×45cm程度のものが持ち運びに
便利です
4.材料：黒ケント紙または黒画用紙（A4サイズ3枚）、白ケント紙または白画用紙（A4サイズ2～3枚）
※A4サイズがなければ大きめの紙を切って使用してください
※ADストアの商品ではミューズハイブラックA3、ドリームケントなど

【スクーリング課題内容】
＜前期＞
四枚綜絖・順通し・四本踏み木で織り機を準備し、三原組織の一つである平織とその変化組織で現れる
織り色や表情の違いを確認するためのマス織を踏まえ、それぞれの組織や色の組み合わせを生かした織
り作品を制作する。
織り幅約21cm、長さ約50cmのマス織1点。織り幅約21cm、長さ自由の応用作品1点。

＜後期＞
三原組織と綜絖通しの違いで表れる織物組織を確認するためのマス織を踏まえ、四枚綜絖・四本踏み木
・順通し・山道通し・乱通しの条件で組織や色を生かした織り作品を制作する。
織り幅約21cm、長さ約40cmのマス織１点。織り幅約21cm、長さ自由の応用作品1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期＞
1日目　
1講時　課題説明
2講時　整経（経糸準備）
3講時～5講時　機の説明と機準備

2日目
1講時　織り出し
2～5講時　製織・合評

＜後期＞
3日目
1講時　課題説明
2講時　整経（経糸準備）
3～5講時　機の説明と機準備

4日目
1講時　織り出し
2～5講時　製織・合評
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受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.98～119）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織II-2」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 筆記用具：ノート・鉛筆など
4 はさみ：糸切りばさみより、文具用のものがよい※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内
への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 定規（30cm以上）
6 まち針：10本程度
7 とじ針（細め）1本：クロバーとじ針No.12など　他のメーカーのものでもよい
8 エプロン等：軽作業用
9 板杼：2～5本　持っている人のみ（1人3本程度貸し出しあり）※当日販売あり
10 上履き、スリッパ等：織室で使用
11 綜絖通し：持っている人のみ※当日販売あり
12 筬通し：持っている人のみ※当日販売あり
13 メジャー（1.5～2m）
14 マスク：ほこりが気になる人のみ

【後期】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.98～119）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織II-3」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 筆記用具：ノート・鉛筆など
4 はさみ：糸切りばさみより、文具用のものがよい※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内
への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 定規（30cm以上）
6 まち針：10本程度
7 とじ針（細め）1本：クロバーとじ針No.12など　他のメーカーのものでもよい
8 エプロン等：軽作業用
9 板杼：2～5本　持っている人のみ（1人3本程度貸し出しあり）
10 上履き、スリッパ等：織室で使用
11 綜絖通し：持っている人のみ※当日販売あり
12 筬通し：持っている人のみ※当日販売あり
13 メジャー（1.5～2m）
14 マスク：ほこりが気になる人のみ

●諸経費
【前期】
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○綜絖通し･･･約800円
○筬通し･･･約1,300円

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代･･･約2,000円
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○板杼（30cm）2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

【後期】
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代･･･約2,000円
○板杼（30cm）2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

※金額は変更になる場合があります
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染織Ⅳ－1（染）
科目コード： 65113S

2年次～配当年次

1単位数

2010年度までに「染織IV－A（染－スクリーンプリント）」を単位修得済みの方は履修できま
せん
※本科目は、旧カリキュラム科目です。新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は科
目コード：65126で履修してください。

履修の前提条件

染織IV－1(染－構成)a
開催日程：2019年7月12日（金）～ 2019年7月13日（土）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

開講日程・
開講地・定員

久田多恵担当者

科目概要と到達目標

評価基準と成績評価方法

予習・復習

テキストと参考文献・URL

テキスト 無

参考文献・URL 無

課題

授業計画

受講にあたって

●持参物
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注意事項

・本科目は新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－2（染）
スクリーンプリント 科目コード： 65114S
2年次～配当年次

2単位数

2010年度までに「染織IV－A（染－スクリーンプリント）」を単位修得済みの方は履修できま
せん。
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
科目コード：65136で履修してください。

履修の前提条件

染織IV－2(染－スクリーンプリント)
開催日程：2019年9月21日（土）～ 2019年9月22日（日）,2019年10月5日（土）～ 2019年10
月6日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

八幡はるみ、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

染色の歴史の中で、スクリーンプリントは、近代の技法です。量産に適した技法で、強いエッジや明快
な色面はスクリーンプリントならではの特徴です。テーマに沿った送りのある図案作成を経て、版下、
製版、プリントにつながる一連のプロセスを習得します。版を使って繰り返しプリントすることで、つ
ながる画面作りの楽しさを味わいます。スクリーンプリントの基礎を学び、最終的には自宅でも制作可
能な応用力を身につけることを目標とします。

評価基準と成績評価方法

【評価基準】
1.事前課題に取り組んでいるか
2.テーマを理解したデザインができたか
3.スクリーンプリントの工程を身につけ、特徴を生かした作品に仕上がったか

【成績評価方法】
1.事前課題の枚数とデザインの質
2.デザインの質
3.作業の正確さと成果物の完成度

予習・復習

タイルをリサーチしておきましょう。（例：マリメッコ、リバティプリント、エルメス、ミントデザイ
ンズ、SOU・SOU、炭酸デザイン室）

復習：授業での学びを応用して、スクリーンプリントが自宅でできるように、自宅スペースの工夫や製
版の方法などを考えてみましょう。街で見られるテキスタイル商品に関心を持ちましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL マリメッコ
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参考文献・URL

http://www.marimekko.jp
ミントデザインズ
リバティプリント
エルメス
SOU・SOU
炭酸デザイン室

課題

【事前課題】
＜前期＞
1. 課題：
(1)ストライプ、ドット、チェックについて、まずは自由に解釈して、イメージしてください。(ただ
し、ストライプ、ドット、チェックに見える客観性を維持してください。)
(2)A4コピー用紙にそれぞれの柄を描いてください。それぞれの柄は混同しないで、単独扱いです。
(3)それぞれ、白を入れて3色で着色してください。(色鉛筆、ポスターカラー、パソコンでも可）
(4)出来上がったデザインを4枚づつカラーコピー(出力)して、縦に2枚、横に2枚を並べてください。
(※参考図では繋がり部分がわかるようにグレーを入れています。)
(5)それぞれの柄のつながり具合(リピート)を確認してください。
(6)かたよりがなく、つながりがうまくいきましたか。
(7)事前課題ではつながり具合がうまくいかなくても構いません。スクーリングではその方法も含めて
学びます。
(8)この課題は実際に鉛筆や筆を使って描いても、パソコンで作成しても構いません。
(9)ストライプ、ドット、チェックのデザインはスクーリング時に持参してください。見せていただき
ます。
※事前課題制作の参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。
2. 提出日：9月21日（土）
3. 提出先：授業で使用

＜後期＞
1. 課題：前期の授業内でお伝えします。
2. 提出日：10月5日（土）
3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
テーマに沿ってデザインを考え、リピートをつけて図案にします。図案を2色2版に分版し、製版、手拭
い生地をプリントします。最後に後処理をして、スクリーンプリントの全工程を学びます。手拭いを複
数枚プリントし、図案どおりの配色1枚、配色替え1枚を提出作品とします。

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　デザインを練る
3講時～5講時　リピートをつけ色分解する、着色図案を作る、製版

2日目

42019_65114_2/



1講時～2講時　色糊準備、布貼り、プリント
3講時～5講時　プリント、蒸し、水洗、乾燥、講評会

【後期】
3日目　　　　
4日目
両日、授業内でお知らせいたします。

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 デザインカッター※遠方のお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持ち込みができません。事
前に申し出て頂ければ、大学で準備します
2 テキスト『染織演習（染）』（該当部分のコピー可）
3 鉛筆、12色程の色鉛筆、消しゴム、30cm程の直線定規、コンパス、メモ帳
4 マスキングテープ3cm幅、1本※当日販売あり
5 エプロン
6 雑巾
7 ゴム手袋
8 100~200cc程が入る密閉容器2~3個（色糊の保存用）
9 青花ペン※当日販売あり
10 ゴム付き駒ベラ※当日販売あり
11 スティック糊
12 シラバスの該当部分のコピー
13 動きやすい服と靴（水仕事があります）
14 事前課題(ストライプ、ドット、チェックそれぞれ1枚）

【後期】
1 デザインカッターナイフ、カッターナイフ※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持
込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
2 テキスト『染織演習（染）』：コピー可（pp.196～217）
3 鉛筆、消しゴム、定規（30cm程度）
4 マスキングテープ3cm 1本：当日販売あり
5 エプロン
6 雑巾　2枚
7 ゴム手袋
8 タッパウェアなどの密閉容器（200cc程度）3～4個：色糊の保存に使用
9 青花ペン：当日販売あり
10 ゴム付き駒ベラ（持っているもの）：当日販売あり
11 絵具：ポスターカラーかガッシュ、絵皿かパレット数枚、筆洗1個、彩色筆2～3本
12 貼ってはがせるスティックのり
13 『染織コース専門教育科目シラバス2018』コピー可（「染織IV－2（染）」のページ）、またはairU
マイページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
14 植物スケッチ10枚：事前課題についての欄を参照
15 動きやすい靴（スニーカーなど）：ハイヒール、サンダル、下駄不可

●諸経費
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当日、購入者は以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○ゴム付き駒ベラ8cm幅…約1,400円
○マスキングテープ3cm幅…約180円
○青花ペン…約300円

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○布（手ぬぐい生地10枚分）約10m･･･約1,300円
○版代（メッシュ張替え）4枚･･･約6,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・テキスト科目「染織演習II－1（染）」第2課題 スクーリング受講までに履修、または目を通してお
いて欲しい課題です。送りのあるプリント図案を作成します。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－3（織）
構成 科目コード： 65115S
2年次～配当年次

1単位数

2010年度までに「染織IV－A（染－スクリーンプリント）」（染クラス）または「染織IV－B
（織－絹を織る）」（織クラス）を単位修得済みの方は履修できません
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
科目コード：65126で履修してください。

履修の前提条件

染織IV－3(織－絣の布を織る)a
開催日程：2019年9月5日（木）～ 2019年9月6日（金）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(織－絣の布を織る)b
開催日程：2019年9月21日（土）～ 2019年9月22日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(織－絣の布を織る)c
開催日程：2020年1月18日（土）～ 2020年1月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(織－絣の布を織る)d
開催日程：2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

木内小織、村山順子担当者

科目概要と到達目標

経絣（たてがすり）技法を用いた織作品を高機を使って制作します。経絣の制作工程を理解するととも
に、技法の持つ魅力の発見を目指しましょう。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 発想力
3. 理解力
4. 技術力

予習・復習

・スクーリング後は、身のまわりの絣布に目を向けて色や構成について観察してみましょう。また国内
外の伝統的な絣について、できるだけ多くの実作を見るようにしてみましょう。
・「染織IV-2（絣の工程を知る）」の内容を復習しながら事前課題に取り組みましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無
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参考文献・URL 無

課題

【事前課題】
1.課題：緯糸染色

2.提出日：【a日程】9/5（木）、【b日程】9/21（土）、【c日程】2020/1/18（土）、【d日程】
2020/1/25（土）

3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
経絣技法を用いた織作品を制作します。経巻きしておいた経絣糸を機にセットして織り上げます。
最終成果物：経絣技法を用いた作品1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時　課題説明
2講時　綜絖通し
3講時　筬通し
4講時　織りつけ・緯糸準備
5講時　緯糸準備、製織

2日目
1講時～4講時　製織
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV-3」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 デザイン（「染織IV-1」で作成したもの）
4 事前課題を終えた緯糸
5 エプロン、作業用軽装、：ハイヒール、サンダル、下駄不可
6 マスキングテープ：あると便利※購買部（ADストア）でも購入可
7 筆記用具、電卓：各作業で使用
8 プラスチックトレー2個：あると便利
9 ポリプロピレンテープ（5m程度～1巻き）
10 糸切りはさみ
11 綜絖通し、筬通し：※あれば持参

32019_65115_2/



12 メジャー（1.5～2m）
13 小さめの座布団、又はクッション
14 板杼（30cm）2本：持っている人のみ※当日販売あり

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○綜絖通し･･･約800円　　　　　　
○筬通し･･･約1,300円

※金額は変更になる場合があります

後日、以下の教材費を指定の口座から引落ます。
○板杼（30cm)2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－4（織）
絹を知る 科目コード： 65116S
2年次～配当年次

2単位数

無
2010年度までに「染織IV－B（織－絹を織る）」を単位修得済みの方は履修できません
※本科目は、旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は
履修できません。
※卒業制作で織の着物を制作する場合は、本科目を必ず履修すること

履修の前提条件

染織IV－4(織－絹を知る)a
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）,2019年7月14日（日）～ 2019年7月15
日（月）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織IV－4(織－絹を知る)b
開催日程：2019年12月14日（土）～ 2019年12月15日（日）,2020年1月11日（土）～ 2020年1
月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

仁尾敬二、田中優子担当者

科目概要と到達目標

この科目では、絹糸の特質や取り扱い、さらに酸性染料を使った染色方法などを学習します。また、機
と道具の正しい取り扱い方について理解を深めます。経糸によって構成される縞について理解し、糸本
数を計算した上でデザインを行います。各自のデザインに基づき糸を染め、整経して千切に経糸を確実
に巻く方法を知ることを目標とします。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢
3. 表現力
4. 完成度
5. プレゼンテーション力
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、今回の成果物を用い、日常で使えるものを作って
みましょう。機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』
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参考文献・URL
『現代の織り：誰でもできる“織もの”』小名木陽一　至文堂
『きものの染と織：織・染・柄・伝統工芸』 石崎忠司 衣生活研究会
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：縞のデザインは事前課題として自宅で考え、作図を行います。
2.提出日：【a日程】6月8日（土）、【b日程】12月14日（日）
3.提出先：授業で使用
※事前課題の内容についてはairUの当該科目にUPしていますので、ご参照ください。

【スクーリング課題内容】
事前課題で描いた縞のデザインをもとに、絹糸を酸性染料で染色し、整経して千切に巻く。
最終成果物：縞のデザイン・絹糸のサンプル付き

授業計画

●絹糸の取り扱い方から、染色方法までを学び、染め上げた絹糸を使って整経までの工程を学ぶ。

前期
1日目：1～5講時　授業内容説明、自宅課題のデザインチェック、絹糸の染色
　　　　（2色、のりつけ乾燥）、糸巻き
2日目：1～5講時　糸巻き、整経（自宅に持って帰る）
※緯糸の染色は宿題：酸性染料、植物染料のどちらで染めても良い

●整経を終えた経糸を使って、粗筬通し経巻後、千切りに巻き取るまでの工程を学ぶ。
後期
3日目：1～5講時　粗筬通し、経巻、緯糸巻き
4日目：1～5講時　経巻、千切りに糸を巻く

受講にあたって

●持参物
【前期】
1 縞のデザイン画：事前課題についての欄を参照
2 エプロン
3 染料スプーン（小）2本
4 電子計量器
5 ゴム手袋1組、軍手
6 ディスポカップ（300cc）3個
7 プラスチックトレー3枚
8 テキスト『染織演習（織）』
9 竹ぐし　1本
10 糸枠（前期/6個）：※当日販売あり（持っている人は持参）
11 電卓
12 筆記用具
13 糸切り鋏
14 機草10枚※当日販売あり

【後期】
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1 テキスト『染織演習（織）』
2 竹ぐし　1本
3 糸枠（後期/4個）
4 電卓
5 筆記用具
6 糸切り鋏
7 まち針3～5本
8 メジャー（2m）：製織中の作品の長さを計ります
9 製織に必要な道具（杼車付、玉管5本、櫛、絹糸用綜絖通し、筬通し）：※当日販売あり（前期初日
に予定）、櫛は持っている人のみ

●諸経費
  当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○糸枠6個･･･約400円/1個
○絹糸用綜絖通し･･･約430円
○玉管（9cm）5本･･･約500円/5本
○杼（バネ式車付き）･･･約3,200円
○筬通し･･･約1,300円
○機草･･･1枚約23円×10枚　

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（絹糸）･･･約5,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・テキスト科目「染織演習II－4（織）」第2課題 スクーリング受講に先立って履修しておくことが望
ましい科目です。
・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－1
描写の基礎 科目コード： 65117S
1年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65101で履修してください。履修の前提条件

染織I－1(描写の基礎)a
開催日程：2019年5月18日（土）～ 2019年5月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－1(描写の基礎)b
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織I－1(描写の基礎)c
開催日程：2019年7月20日（土）～ 2019年7月21日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

石股昭、井手本貴子（京都）、室井佳世（東京）担当者

科目概要と到達目標

対象物（描こうとするもの）をじっくり観察し、物の形を描くことを学びます。うまく描くためには、
描き方を習得するのではなく、じっくり観察する力を身につけることが必要です。本科目では、野菜、
植物、人物を描くことを通して、対象物をじっくり見つめる体験をします。3日間、合評をはさみなが
ら鉛筆による描写（写生）を繰り返し、今後の作品制作の基本となる描写力を身につけることが目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 対象物の魅力を感じとることができたか
3. 根気よくモチーフと対峙し、感じ取ったものを線描で表すことができたか
4. 描くことを楽しんだか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに参考文献を調べ、描写が作品制作にどのように影響するか理解しておきましょ
う。スクーリング後は、できるだけ身近なものを描くようにしてください。枚数を重ねる事により、よ
り深く学ぶことができます。機会があれば、美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにして
ください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無
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参考文献・URL 無

課題

【事前課題】
1.課題：事前課題につきましてはairUシラバス当該科目に参考資料をUPしていますので確認の上、制作
してください。
2.提出日：【a日程】5月18日（土） 【b日程】6月8日（土） 【c日程】7月20日（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
・鉛筆による野菜の描写（B3画用紙 1枚）
・鉛筆による植物の線描写生（B3画用紙 数枚）
・人物クロッキー（B3クロッキー帳 数ページ）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時～3講時　課題説明、デッサン（野菜）、合評
4講時　事前課題の合評、人物クロッキーの説明
5講時　人物クロッキー

2日目
1講時～2講時　植物写生の説明、デッサン（植物）、中間合評、
3講時　デッサン（植物）、合評
4講時～5講時　人体クロッキーの説明、人体クロッキー、合評、総括

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 鉛筆（H、HB、B、2B、4B 各2～3本）※必ず削っておくこと
2 カッターナイフ※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申
し出て頂ければ、大学で準備します。
3 B3クロッキー帳（薄い紙）：購買部（ADストア）にて購入することもできます。
4 消しゴム、練り消しゴム

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（ヌードモデル料含む）･･･1,000円

※金額は変更になる場合があります

●その他
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鉛筆以外の画材も使用します。汚れてもよい服装で参加してください。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－2
藍色絞りの浴衣をデザインする 科目コード： 65118S
1年次～配当年次

1単位数

無
※「染織I－2」と「染織I－3」は連続した内容のため、同一年度に履修することが望まし
い。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65102で履修してください。

履修の前提条件

染織I－2(藍色絞りの浴衣をデザインする)a
開催日程：2019年6月15日（土）～ 2019年6月16日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織I－2(藍色絞りの浴衣をデザインする)b
開催日程：2019年7月27日（土）～ 2019年7月28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織I－2(藍色絞りの浴衣をデザインする)c
開催日程：2019年12月7日（土）～ 2019年12月8日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

石塚広、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

絞り染は古くからの染色技法で、布を縫ったり、巻き上げたり、折り畳み挟んだりして文様を染めま
す。防染の手段に身近な糸、紐や板などを使いますが、素朴な技法ですので身の回りにある道具でも、
アイデアや工夫次第で思わぬ文様（表現効果）が生まれます。ここでは、絞り染で浴衣を制作するため
のデザインをします。絞りの基本的な技法はもとより、いろんな絞りの方法を試すサンプル染を通し、
自分に合った技法を探すことから絞り染浴衣のデザインは始まります。最初は偶然でも、サンプル染を
何度も繰り返し、自分の意図どおりに染め上がれば、技法として使えます。一つの技法、あるいはいく
つか技法を組み合わせて浴衣のデザインを練り上げていきます。サンプル染と草稿を繰り返すことで、
技法、染料、素材の特徴を知り、それらを活かす浴衣のデザインを完成させます。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 作品評価（浴衣デザイン）
3. デザイン決定までの過程（丁寧さ、完成度を上げるための努力）
4. 受講姿勢および態度
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、学んだことをノートやテキストなどで再度確認、
振り返りをしておきましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL

課題

【事前課題】
1. 課題：テキストpp.28～38を参考にしてよく読み、指定の木綿布（※）を絞る。木綿布1枚を3等分に
裁断し、9枚（1枚あたり縦約30cm×横約30cm）用意する。9枚全ての布を別々の絞り方で絞る。※絞っ
た布は大学で染を行います。
2. 提出日：【a日程】6月15日（土）　【b日程】7月27日（土）　【c日程】12月7日（土）
3. 提出先：授業で使用（各自で絞ってきたものを染色します）
※課題で使用する木綿布はairUの当該科目シラバスの「資料編・教材申込書」または、シラバス巻末
【資料編・教材申込書】をご参照頂き、田中直染料店に各自注文してください。

【スクーリング課題内容】
浴衣の制作では、染料の中でも堅牢なスレン染料の藍色（建染染料の藍色）を使用します。スレン染料
は他の染料と比較すると扱い難い染料で、この染料を使いこなすにはサンプル染の工程が欠かせませ
ん。スレン染料の色サンプルと絞りサンプル染を同時並行で進めます。この課題では、事前課題の他に
サンプル布をたくさん絞ります。絞るための特殊な材料（クリップなど）は持参してください。最初は
A4サイズ程度の浴衣地でサンプル染を繰り返しますが、使う技法がおよそ決まったら、紙草稿で画面構
成を練り、最終的に1mの浴衣地を絞って染色し、デザインを決定します。また、授業の最後に小合評を
行います。
最終成果物：浴衣地1mの最終サンプル、草稿

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目　
1講時～5講時　講義、事前課題の染色、面談、サンプル染

2日目　
1講時～5講時　サンプル染　最終サンプル制作　小合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（染）』：コピー可（pp.28～48）
2 エプロン、作業用軽装
3 染料スプーン大（30cm）1本・小（17cm）2本
4 電子計量器
5 雑巾2枚
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6 ぬい針：購買部（ADストア）にあり
7 糸切り鋏：購買部（ADストア）にあり
8 ゴム手袋（二の腕まである長いゴム手袋）：当日販売あり（ホームセンターなどで購入できます。）
9 軍手
10 リッパー
11 青花ペン：※当日販売あり
12 20番カタン糸（白糸）：購買部（ADストア）にあり
13 紐、棒、板など　テキストp.29に記載してあるもの：一部購買部（ADストア）にあり
14 初日に染める布：事前課題についての欄を参照
15 印鑑：（助剤セットに含まれる苛性ソーダを購入する際に必要）
※3～4は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○布（木綿浴衣地）1.5反以上･･･約4,500円
○スレン染料･･･約1,620円
○助剤セット･･･約2,600円　　　
○青花ペン･･･300円

※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅰ－3
藍色絞りの浴衣を染める 科目コード： 65119S
1年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は「染織I－2」履修後を想定した内容を設定しています。
※「染織I－2」と「染織I－3」は連続した内容のため、同一年度に履修することが望まし
い。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65103で履修してください。

履修の前提条件

染織I－3(藍色絞りの浴衣を染める)a
開催日程：2019年9月4日（水）～ 2019年9月5日（木）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織I－3(藍色絞りの浴衣を染める)b
開催日程：2019年9月7日（土）～ 2019年9月8日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織I－3(藍色絞りの浴衣を染める)c
開催日程：2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

石塚広、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

絞り染は古くからの染色技法で、布を縫ったり、巻き上げたり、折り畳み挟んだりして文様を染めま
す。防染の手段に身近な糸、紐や板などを使いますが、素朴な技法ですので身の回りにある道具でも、
アイデアや工夫次第で思わぬ文様（表現効果）が生まれます。ここでは、絞り染の浴衣を制作します。
「染織I－2（絞り染の浴衣をデザインする）」で決定したデザインを基に自宅で絞った浴衣地一反を染
色します。小さなサンプル生地を染めるのと違い、12mの浴衣一反を難なく無事に染めるには、いろん
な点に注意をむけ、十分な準備が必要です。デザイン通りに計画的に制作するための技術を習得しま
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 作品評価（浴衣）
3. 作品完成までの過程（計画性、丁寧さ）
4. 受講姿勢および態度
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後、浴衣に仕立てたものは着心地を確かめてみます。機
会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL 無

課題

【事前課題】
1. 課題：「染織I－2（藍色絞りの浴衣をデザインする）」で決定したデザインを基に浴衣一反を絞
る。
2. 提出日：【a日程】9月4日（水）【b日程】9月7日（土）【c日程】2020年1月25日（土）
3. 提出先：授業で使用
※スクーリング受講までに事前課題が出来ていない場合、授業に参加できません。

【スクーリング課題内容】
絞り染で木綿の浴衣を制作します。染料は、スレン染料（建染染料）を使用します。
「染織I－2（藍色絞りの浴衣をデザインする）」で決定したデザインを基に、本作品（浴衣）を制作し
ます。
浴衣の制作工程は、①絞った浴衣地一反を水に浸けて置く→②水（60℃）、染料、助剤の計量、準備→
③染色→④空気酸化、酸通し→⑤水洗、乾燥、糸解き→⑥ソーピング→⑦水洗、乾燥→⑧アイロン掛け
等の仕上げをする→⑨展示。このように進め、授業のまとめとして合評を行います。合評では学生一人
一人が自作の「制作意図」、「工程」、「総評」などを発表します。
最終成果物：絞り染による木綿地浴衣（反物）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時～5講時　本作品（浴衣）染色

2日目
1講時～5講時　本作品（浴衣）染色、ほどき作業、ソーピング作業、乾燥
仕上げ、小合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（染）』：コピー可（pp.28～48）
2 エプロン、作業用軽装
3 染料スプーン大（30cm）1本・小（17cm）2本
4 電子計量器
5 雑巾2枚
6 ぬい針：購買部（ADストア）にあり
7 糸切り鋏：購買部（ADストア）にあり
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8 ゴム手袋（二の腕まである長いゴム手袋）：ホームセンターなどで購入できます。
9 軍手
10 リッパー
11 自宅で絞った浴衣一反：事前課題についての欄を参照
※3～4は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●その他
■浴衣の仕立てについて
airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」または、シラバス巻末【資料編・教材
申込書】をご参照ご参照いただき、期日までにお申込みください。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅱ－1
染色実験 科目コード： 65120S
1年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：（染）65105で履修してください。

履修の前提条件

染織II－1(染色実験)a
開催日程：2019年5月25日（土）～ 2019年5月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－1(染色実験)b
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：30

染織II－1(染色実験)c
開催日程：2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：30

開講日程・
開講地・定員

古濱裕樹（京都）、佐々木麻紀子（東京）担当者

科目概要と到達目標

合成染料を用いた染色法について、数人のグループによる実験形式で学びます。繊維によって適する染
料は異なり、綿用の染料でも複数ありますが堅牢度や色調、適する染色技法によって様々に使い分けら
れます。本科目では、綿・麻・レーヨン用の直接染料と反応染料、毛・絹・ナイロン用の酸性染料に
よって、浸染や引き染で染色する実習を行い、理論に基づいた染色技術を習得します。また、精練や漂
白といった繊維の前処理、家庭での蒸しの技法などについても実習を通して理解します。その他の染料
や繊維についても簡単に解説します。独りでも自信を持って染められるようになることが到達目標で
す。

評価基準と成績評価方法

1. 事後課題への取り組み
2. 授業姿勢
3. サンプル帳の完成度
授業への取り組みと事後レポート課題による総合評価

予習・復習

合成染料や繊維に関し科学的に書かれた文章に目を通してみて下さい。参考文献・URLに記載しました
ものは一例に過ぎません。どのようなものでも結構です。深く理解できなくても構いません。気になっ
たことはスクーリング時に質問して下さい。スクーリング後は、学んだことを生かし、他の興味を持っ
た染料についても調べてみましょう。機会があればそれらの染料にてサンプルを染めてみるようにして
ください。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 無

参考文献・URL

『増補改訂　合成染料の技法』 高橋誠一郎 染織と生活社
http://www.chemtex.co.jp/seihin/senryo/technology/
 住化ケムテックス（株）技術資料 「染料総論」「染料各論」（※PDFファイルと
してダウンロード、印刷可）

課題

【スクーリング課題内容】
4～7人程度のグループに分かれ、各グループに用意された1～2色の染料（直接・反応・酸性）を用いて
布や糸を染めていく。色はグループによって異なるが、最終的にクラス全員でサンプルを分けあう。サ
ンプルは持ち帰ってサンプル帳を作成し、事後課題として提出する。
最終成果物： 前処理（精練・漂白）糸と布、直接染料、反応染料、酸性染料の各染色物や染色条件・
要点項目などをまとめたサンプル帳

【事後課題】
1. 課題：授業で作成したサンプルを1冊にまとめて提出（詳細はスクーリング中にお知らせします）
2. 課題形式：A4サイズでファイルか冊子とし、形式は自由
3.提出締切：a日程（京都）6月25日（火）【必着】、b日程（京都）7月23日（火）【必着】、c日程
（東京）7月2日（火）【必着】
4.提出形式（郵送・窓口提出）：スクーリングレポート表紙とレポート本文をホチキス留めしてくださ
い。添削指導評価書は不要。
5. 提出先：通信教育部スクーリングレポート受付係
※本科目は、全日程のスクーリングレポート提出後に評価が行われます。成績公開は8月下旬を予定し
ております。

授業計画

【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　繊維の前処理、糊抜き、精練、漂白
3講時～5講時　直接染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）

2日目
1講時～2講時　反応染料による綿糸・綿布染色（浸染・引き染）　　　
3講時～4講時　酸性染料による毛糸・絹糸染色（浸染）
5講時　まとめとサンプル切り分け

【自宅学習】
事後課題

受講にあたって

●持参物
1 雑巾1枚
2 エプロン、作業用軽装
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3 ゴム手袋：中厚地または厚地
4 染料ステンレススプーン 小（17cm）1本
5 ステンレスボール 大（24cm）1個
6 ディスポカップ 小（300cc）1個
7 PPビーカー 小（500cc）1個
8 プラスチックトレー 1個
9 液体少量計量セット 1セット
10 スポイト・ポリ（10cc） 1本
11 電子計量器 1個
※4～11は【染織コース浸染用具セット】に含まれます。airUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料
編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○材料費（サンプル用布、糸）･･･500円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事後課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組み提出
してください。事後課題の提出がない場合は単位認定の対象外となります。成績の公開につきましては
8月下旬を予定しております。
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染織Ⅱ－2
織物の基本を知る 科目コード： 65121S
1年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65106で履修してください。履修の前提条件

染織II－2(織物の基本を知る)a
開催日程：2019年8月9日（金）～ 2019年8月10日（土）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織II－2(織物の基本を知る)b
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織II－2(織物の基本を知る)c
開催日程：2019年8月24日（土）～ 2019年8月25日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

吉田桂子、篠宮和美、久田多恵担当者

科目概要と到達目標

織を学ぶ上での第1歩目となる科目です。この科目では織物の基本構造を理解するために、最も単純な
平織と変化平織の布を織ります。布にはその用途に合わせて色々な組織（経糸と緯糸の組み合わされる
構造）がありますが、基本となるのは『三原組織』（平織・綾織・朱子織）です。授業では3色の経糸
を織り機に張り、その同じ3色を緯糸として、平織・平織の変化組織である畝織と斜子織、それぞれで
織った場合の経糸・緯糸の色の組み合わせで見えてくる織り色や表情の違いを確認します。その後自由
にこの3つの平織組織と3色を組み合わせて作品を織ります。織物の中で最も単純な平織組織の成り立ち
を知ることと、織り機の基本的な扱い方を知ることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 平織と変化平織の基本的な構造を理解できたか
3. 織り機の各部名称と扱い方を理解できたか
4. 課題の条件の中で組織や糸の色を工夫して織ることができたか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリングまでに身の回りにある平織の布を探してみてください。織物の中でいちばん多く使われて
いる組織なのでたくさん見つかるはずです。糸の太さの違いや、経糸の密度の違い、また経糸・緯糸の
色の違いで模様になっているものなど変化のある平織を観察してみましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL
『シンプル・ウィービング』箕輪久美子 日本東京手織機繊維デザインセンター
『the Handweaver’s Pattern Directory』Anne Dixon
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題
（1）：テキスト『染織演習（織）』pp.6～13を読んでおいてください。内容をすべて理解できなくて
も構いません。
（2）：織物の組織について理解するために、白黒の紙を使って模型を作ります。以下の用具・材料を
揃え、手順に沿って制作してください。
※事前課題制作の手順参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。

2.提出日：スクーリング初日に持参【a日程】8/9（金）、【b日程】8/17（土）、【ｃ日程】8/24
（土）

3.用具：定規、鉛筆、カッター、カッターマット※カッターマットは30×45cm程度のものが持ち運びに
便利です

4.材料：黒ケント紙または黒画用紙（A4サイズ1枚）、白ケント紙または白画用紙（A4サイズ1枚）、A4
クリアポケットまたはクリアファイル1枚
※A4サイズがなければ大きめの紙を切って使用してください
※ADストアの商品ではミューズハイブラックA3、ドリームケントなど
※「染織II-3」でも同様の課題があります。A4サイズで黒い紙は4枚程度、白い紙は3枚程度、クリアポ
ケットは4枚必要です

【スクーリング課題内容】
四枚綜絖・順通し・四本踏み木で織り機を準備し、三原組織の一つである平織とその変化組織で現れる
織り色や表情の違いを確認するためのマス織を踏まえ、それぞれの組織や色の組み合わせを生かした織
り作品を制作する。
織り幅約21cm、長さ約50cmのマス織1点。織り幅約21cm、長さ自由の応用作品1点。

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目　
1講時　課題説明
2講時　整経（経糸準備）
3講時～5講時　機の説明と機準備

2日目
1講時　織り出し
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2～5講時　製織・合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.98～119）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織II-2」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 筆記用具：ノート・鉛筆など
4 はさみ：糸切りばさみより、文具用のものがよい※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内
への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 定規（30cm以上）
6 まち針：10本程度
7 とじ針（細め）1本：クロバーとじ針No.12など　他のメーカーのものでもよい
8 エプロン等：軽作業用
9 板杼：2～5本　持っている人のみ（1人3本程度貸し出しあり）※当日販売あり
10 上履き、スリッパ等：織室で使用
11 綜絖通し：持っている人のみ※当日販売あり
12 筬通し：持っている人のみ※当日販売あり
13 メジャー（1.5～2m）
14 マスク：ほこりが気になる人のみ

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○綜絖通し･･･約800円
○筬通し･･･約1,300円

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代･･･約2,000円
○板杼（30cm）2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅱ－3
織物の構造を知る 科目コード： 65122S
1年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は「染織II-2」履修後を想定した内容を設定しています。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65107で履修してください。

履修の前提条件

染織II－3(織物の構造を知る)a
開催日程：2019年9月2日（月）～ 2019年9月3日（火）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織II－3(織物の構造を知る)b
開催日程：2019年9月7日（土）～ 2019年9月8日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織II－3(織物の構造を知る)c
開催日程：2020年2月20日（木）～ 2020年2月21日（金）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

吉田桂子、大住由季担当者

科目概要と到達目標

織を学ぶ上での第2歩目となるこの科目では『織物の基本を知る』で学んだ平織組織の構造を理解した
上で、三原組織の中の残り二つの綾織・朱子織を織ります。それと同時に綜絖の通し方やタイアップの
変化、踏み木の踏み順を変えることによって様々な織物組織が表れることも学びます。授業では3色の
経糸を、色ごとに綜絖の通し方を変えて織り機に張り、三原組織と綜絖の通し方の違いで表れる織物組
織を確認し、その後自由に組織と色を組み合わせた作品を織ります。様々な織物組織の布がどのように
して織り成されているのかを知ることと、整経を含めた織り機の準備から織り上げるまでの工程を、よ
り良く理解することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 織物三原組織の基本的な構造を理解できたか
3. 織り機の扱い方と、織り上げるまでの工程をより良く理解できたか
4. 課題の条件の中で組織や糸の色を工夫して織ることができたか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリングまでに身のまわりにある様々な布に目を向け、織物であれば経糸・緯糸がどのように交差
しているか観察してみてください。またその手触りや厚み、縦横斜めに引っ張ったときの伸び具合など
も観察してみましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL
『シンプル・ウィービング』箕輪久美子 日本東京手織機繊維デザインセンター
『the Handweaver’s Pattern Directory』Anne Dixon
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：織物の組織について理解するために、白黒の紙を使って模型を作ります。
綾織（2/2）、綾織（3/1）、変則朱子織、以上3種類を織る。
※事前課題制作の手順参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。

2.提出日：スクーリング初日に持参【a日程】9/2（月）、【b日程】9/7（土）、【c日程】2020/2/20
（木）

3.用具：定規、鉛筆、カッター、カッターマット※カッターマットは30×45cm程度のものが持ち運びに
便利です

4.材料：黒ケント紙または黒画用紙（A4サイズ3枚）、白ケント紙または白画用紙（A4サイズ2～3枚）
※A4サイズがなければ大きめの紙を切って使用してください
※ADストアの商品ではミューズハイブラックA3、ドリームケントなど

【スクーリングの課題内容】
三原組織と綜絖通しの違いで表れる織物組織を確認するためのマス織を踏まえ、四枚綜絖・四本踏み木
・順通し・山道通し・乱通しの条件で組織や色を生かした織り作品を制作する。
織り幅約21cm、長さ約40cmのマス織１点。織り幅約21cm、長さ自由の応用作品1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時　課題説明
2講時　整経（経糸準備）
3～5講時　機の説明と機準備

2日目
1講時　織り出し
2～5講時　製織・合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと
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1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.98～119）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織II-3」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 筆記用具：ノート・鉛筆など
4 はさみ：糸切りばさみより、文具用のものがよい※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内
への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 定規（30cm以上）
6 まち針：10本程度
7 とじ針（細め）1本：クロバーとじ針No.12など　他のメーカーのものでもよい
8 エプロン等：軽作業用
9 板杼：2～5本　持っている人のみ（1人3本程度貸し出しあり）
10 上履き、スリッパ等：織室で使用
11 綜絖通し：持っている人のみ※当日販売あり
12 筬通し：持っている人のみ※当日販売あり
13 メジャー（1.5～2m）
14 マスク：ほこりが気になる人のみ

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代･･･約2,000円
○板杼（30cm）2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－1
色彩を知る 科目コード： 65123S
2年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65109で履修してください。履修の前提条件

染織III－1(色彩を知る)a
開催日程：2019年9月28日（土）～ 2019年9月29日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－1(色彩を知る)b
開催日程：2019年10月19日（土）～ 2019年10月20日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：40

染織III－1(色彩を知る)c
開催日程：2019年10月26日（土）～ 2019年10月27日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

染織III－1(色彩を知る)d
開催日程：2019年11月9日（土）～ 2019年11月10日（日）
開催地：東京■、受講料： ￥16,000、定員：40

開講日程・
開講地・定員

小枝繁昭、英ゆう（京都）、箱嶋泰美（東京）担当者

科目概要と到達目標

色彩は主に視覚を通して得られる情報であり、環境や様々な条件と、その受け取り手である個人によっ
て感じ方がそれぞれ違ってきます。ここでは色彩について他の人と話し合うための共通言語を学び、実
際に色を使って検証します。テキストの内容の中で特に「色相・彩度・明度」と「補色」を理解し、色
彩表現に反映させます。不透明水彩絵具を使って美しくムラの無い面を塗る方法、真っすぐな線を引く
ための溝引きなどの技術と、様々な組み合わせで混色し、細かく調色することを学びます。また、最後
にその色彩を生かした色彩構成の作品を描く練習をします。かたちと色彩によるイメージ表現まで到達
することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2.「色相・彩度・明度」を正しく理解して彩色に反映できているか
3. 注意深く調色できているか
4. 積極的に様々な混色ができているか
5. 色彩の組み合わせを生かして平面構成されているか
6. 仕事が丁寧であるか
授業への取り組みと制作課題による総合評価
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予習・復習

テキスト『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』を読んで色の三属性である「色相」「彩
度」「明度」の言葉が表す内容を事前におさえるようにして、講義内容について理解を深めるようにし
てください。スクーリング後は、自分でモチーフを選び出し、もう一度色をつくって色面分割の構成
や、より自由な表現で描きましょう。枚数を重ねる毎により多くの発見があり、表現の幅は広がりま
す。

テキストと参考文献・URL

テキスト
『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭　日本色研
事業株式会社

参考文献・URL
『色彩論』 ヨハネス・イッテン 美術出版社
『日本の色辞典』 吉岡幸雄 紫紅社
 ※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

不透明水彩絵の具を使ってベタ塗りの練習をする。色の基本的な属性を実技を通して理解する。混色や
調色の作業をすることで更に色彩を扱う技術と感覚をみがく。

【事前課題】
1. 課題：色相と彩度を比較する平面作品（八つ切りケント紙）1枚※事前課題を行う際の参考図につい
てはairUシラバスの事前課題の項目をご覧ください。
2. 提出日：a日程（京都）9月28日（土）、b日程（京都）10月19日（土）、c日程（東京）10月26日
（土）、d日程（東京）11月9日（土）
3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
モチーフから様々な色を引き出す平面作品（八つ切りケント紙）1枚、2枚の組み合わせによる構成で色
彩表現の効果を確認する平面作品（四つ切りケント紙）1枚

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1～2講時　講義とデモンストレーション「色彩の三属性と補色」
3～5講時　第一課題「モチーフから色を引き出す」

2日目
1～3講時　第二課題「色面分割と色彩表現」
4講時　合評
5講時　質疑応答
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受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 鉛筆
2 消しゴム：練り消しゴム、または紙の表面を傷つけないもの
3 ターナーのポスターカラー18色セット：※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は必ず事前
に購入し持参すること。（白、レモンイエロー等は当日買い足しが必要になる場合があります。東京ク
ラス受講生は多めに持参してください。）
4 平筆（大～小混ぜて3本以上）：不透明水彩絵具のべた塗りに適しているもの 〈参考〉（平筆 ナイ
ロン中里SN666 No.4）（平筆 ナイロン中里SN666 No.8）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラ
ス受講生は必ず事前に購入し持参すること。
5 面相筆：2本以上、先が整っているもの〈参考〉（面相筆 ナイロン中里SNR666 No.4）（面相筆 ナイ
ロン中里SNR666 No.8）（面相筆 紅葉小中里）など※購買部（ADストア）にあり※東京クラス受講生は
必ず事前に購入し持参すること。
6 パレット1枚、または絵皿6枚以上
7 筆洗、またはバケツ（大き目のサイズの物が好ましい。携帯用コンパクトサイズは不可。）
8 雑巾
9 エプロン
10 定規（40cm以上）：もし持っていれば溝引き用の溝のあるもの
11　マスキングテープ（幅9mmほど2巻）：粘着が弱く、白無地のもの※購買部（ADストア）にあり
12 『カラーコーディネーター入門 色彩』：テキスト
13 クロッキー帳：薄手の紙でA4サイズ以上　※使用しているものがあればそれを使ってもよい
14 スポイト、または水差し：持っている人のみ
※筆とパレットは不透明水彩絵具専用のものが必要です。透明水彩用の道具を持参される方がいますの
で事前によくチェックするか、購買部（ADストア）でお求めください 。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○モチーフ代（生花）･･･1,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－2
型染のハンカチと誕生月のカレンダー
をデザインする

科目コード： 65124S
2年次～配当年次

1単位数

無
※「染織Ⅲ－2」と「染織Ⅲ－3」は連続した内容のため、同一年度に履修することが望まし
い。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65110で履修してください。

履修の前提条件

染織III－2(型染のハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)a
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織III－2(型染のハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)b
開催日程：2019年11月30日（土）～ 2019年12月1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織III－2(型染のハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)c
開催日程：2019年12月14日（土）～ 2019年12月15日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

兼先恵子、赤坂武敏担当者

科目概要と到達目標

テーマに添ったモチーフをスケッチし、それをもとに図案を考え、型紙を彫り、糊置きをして染色する
型染の基本を学びます。ここでは、幾何形体の模様や描いたスケッチをもとにイメージする構想を独創
的で的確な表現の型に彫り上げるための白黒草稿の考え方と、糊置きが円滑に作業出来る型のあり方を
学習します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢（事前課題を把握して取り組んでいるか。真摯な姿勢で学び自身の力を発揮できている
か）
3. 集中力と観察力（モチーフの特性をしっかりと捉え、魅力を引き出せているか。）
4. 独創的で表現豊かな構成に仕上げることが出来たか。
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、学んだことをノートやテキストなどで再度確認、
振り返りをしておきましょう
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL 稲垣稔次郎・伊砂利彦・西嶋武司 各作品集

課題

【事前課題】
1.課題：誕生月のカレンダーのためのスケッチを5枚以上描くこと
ハンカチに関しては幾何学模様のため、ものさし、コンパス等を使っていかにオリジナリティのある模
様構成が出来るかですので、「染織演習II-1」第1課題[幾何形態のステンシル]を参照してください。
誕生月のカレンダーは事前にモチーフとして取り上げたいものをスケッチします。モチーフはその月を
イメージ出来る植物やグッズ、またはその月の行事にちなんだ物、印象深かった事等を選択してスケッ
チしてきてください。例えば1月なら松や水仙、南天、お正月飾りなど、3月なら桃、梅、ひな人形、6
月ならあじさい、雨にちなむグッズ等、絵を見てその月がイメージ出来るものを選択するとデザインし
やすいので、そういうものをスケッチしてください。
スケッチブックはクロッキー帳を使ってください。必ずF6サイズ（409mm×318mm）以上のものを使用し
画面を有効に使って描いてください。スケッチブックのサイズに対して小さいモチーフは1ページに1つ
ではなく3つ4つと描き、大きなモチーフは開いたスケッチブックの見開き両サイドを使って描いてくだ
さい。それでもスペースが足らなければ1ページ切り取ってその部分に貼り足して描いてください。
しっかりしたアウトラインで描くことが大事です。シャドーを入れたりすることも必要なら描いて大丈
夫ですが、それよりは植物なら花のシベや枝のつき方がどうなっているのかなど、モチーフの構造を
しっかり観察して正確に形をとらえることが大事です。
スケッチの仕方については、「染織演習I−2」第1課題参照。モチーフは、各自の身近にあってじっくり
スケッチ出来るものを、視点を変えてあらゆる角度から5枚以上は描いてください。その場合、その時
期しか描けない植物やその場でしか描けない物は、しっかりと数枚を描いてくること。スクーリング時
にスケッチの追加が必要となった時に描けないモチーフはなるべく選択しない方が賢明です。2つ以上
のモチーフを組み合わせるなら、それぞれのモチーフごとに5枚程度を描いてくる努力は必要です。
何度も言いますが、しっかり対象物を観察し、自分の手で描くことによって作品のイメージを構想する
ので、大事な作業です。そのモチーフを使ってどんな世界観で画面を構成するか、何を表現したいかを
考えながら必要なモチーフを選択してください。参考資料として写真を撮ったり、画像の資料を集めて
くるのは良いですが、まずはしっかりとしたスケッチを初日に持参してください。そしてテキスト『染
織演習（染）』の型染のページを読んで技法を理解してきてください。
※ただし、動画や静止画、または図鑑・写真集の中からスケッチブックに描き写したり、著作権の発生
するキャラクターなどを使用したりすることは採点対象外とします。

2.提出日：【a日程】4月20日（土）　【b日程】11月30日（土）　【c日程】12月14日（土）

3.提出先：授業初日に使用

【スクーリング課題内容】
ハンカチは幾何学模様という制約の中でオリジナリティのある図案を作成。誕生月のカレンダーは事前
課題のスケッチをもとにモチーフを生かした構図で図案を白黒に塗り分け型紙を彫る。
最終成果物：18cm角の幾何学模様と横30cm×縦45cmのカレンダーの白黒草稿図案と彫り上げた型紙
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授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1～3講時　ハンカチ用の幾何学模様の図案をアウトラインで描く。描いた図案を白黒草稿に仕上げる。
カレンダー用に構想してきた図案を実物大に描き完成させる。
4～5講時　 白黒草稿導入

2日目
1～2講時　カレンダー白黒草稿
3～4講時　ハンカチ用、カレンダー用共に型彫り
5講時　白黒草稿の講評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 制作に必要な写真・資料など：あくまで参考資料です。必要なければいりません。
2 モチーフをスケッチしたスケッチブック、または画用紙など：事前課題についての欄を参照
3 エプロン
4 雑巾1枚
5 はさみ：文具用
6 デザインカッターナイフ：30°替刃持参、型彫り用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機
内への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
7 捺染テープ（1.5cmまたは3cm幅）1～2巻：※当日販売あり
8 定規（30cm前後）
9 鉛筆（HB、B、2B、4Bなど）1～2本：必ず削っておくこと（草稿用）、2B～4Bは必ず使用するのでい
ずれか1本は持参のこと
10 カッターナイフ：紙の裁断用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができま
せん。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
11 彩色筆（習字用も可）太・細各1本ずつ：白黒草稿に使用
12 サインペン（水性）または筆ペン：白黒草稿に使用
13 赤鉛筆：ツリ記入用
14 黒ボールペン（青も可）1本
15 修正ペン：白黒草稿の修正に使用、なるべくペン書き仕様のものが良い
16 スティック糊
17 消しゴム
18 コンパス
19 テンプレート（幾何図形の型ぬきしてある製図用のもの。持っている人のみ）

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
○コピーカード（NC107教室コピー機専用/100度入り）･･･1,000円
販売：田中直染料店
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○型紙（ST11番）25cm×27.5cm、55cm×40cmの2枚･･･約630円
○捺染テープ1.5cm幅または3cm幅･･･約90～180円/1個

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。（希望者のみ）
○紙管（型紙を丸めて持ち帰るため）･･･約250円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅲ－3
型染のハンカチと誕生月のカレンダー
を染める

科目コード： 65125S
2年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は「染織Ⅲ－2」履修後を想定した内容を設定しています。
※「染織Ⅲ－2」と「染織Ⅲ－3」は連続した内容のため、同一年度に履修することが望まし
い。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65111で履修してください。

履修の前提条件

染織III－3(型染のハンカチと誕生月のカレンダーを染める)a
開催日程：2019年5月11日（土）～ 2019年5月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織III－3(型染のハンカチと誕生月のカレンダーを染める)b
開催日程：2020年2月19日（水）～ 2020年2月20日（木）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織III－3(型染のハンカチと誕生月のカレンダーを染める)c
開催日程：2020年2月22日（土）～ 2020年2月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

兼先恵子、赤坂武敏担当者

科目概要と到達目標

テーマに添ったモチーフをスケッチし、それをもとに図案を考え、型紙を彫り、糊置きをして染色する
型染の基本を学びます。ここでは、「染織III－2（型染のハンカチと 誕生月のカレンダーをデザイン
する）」で彫り上げた型紙を展開し糊置きをして、ハンカチは直接染料でカレンダーは和紙にアクリル
絵具で染めます。ハンカチは1枚の型紙を4回展開することによって新たな画面構成を生み、染料や助剤
の使い方を学びます。カレンダーは白黒で草稿した構図に色彩を加えることによってより豊かな表現の
作品へと仕上げます。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢（事前課題を把握して取り組んでいるか、真摯な姿勢で学び自身の力を発揮できている
か）
3. 独創的で表現豊かに作品を仕上げることができたか。
4. 染色作業の手順と色彩構成力

授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの
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実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL 稲垣稔次郎、伊砂利彦、西嶋武司、各作品集

課題

【事前課題】
1. 課題：ハンカチは「染織III-2(型染めのハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)」で完成さ
せた白黒草稿で4回展開させる構図を考えて決定してきてください。カレンダーの方は色草稿をある程
度考えてきてください。
2.提出日：【a日程】5月11日（土）【b日程】2020年2月19日（水）【c日程】2020年2月22日（土）
3.提出先：授業で使用

【課題内容】
「染織III-2(型染のハンカチと誕生月のカレンダーをデザインする)」で彫り上げた型紙を使い幾何学
模様の型を4回展開することによって広がる構成のおもしろさを学び、誕生月をデザインした型紙でマ
イマンスリーカレンダーを作ります。
ハンカチは合成染料（直接染料）で浸染し、カレンダーは和紙に糊置きそしてアクリル絵具で彩色し水
元をして仕上げます。
最終成果物：45cm角のハンカチ1枚と誕生月のカレンダー

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1～2講時　和紙に糊置
3～4講時　ハンカチに糊置き後、浸染、水洗、仕上げ
5講時　カレンダーの色挿し

2日目
1～2講時　カレンダーの色挿し
3～4講時　水元、仕上げ
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題：ハンカチは縮小した白黒草稿で4回展開させた構図と和紙カレンダーの色草稿（スクーリン
グ初日に持参のこと）

1 エプロン
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2 雑巾1枚
3 はさみ：文具用
4 デザインカッターナイフ：30°替刃持参、型彫り用※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機
内への持込ができません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
5 捺染テープ（1.5cmまたは3cm幅）1巻：※当日販売あり
6 白黒草稿、型紙、型紙からはがしたツリ入りの原稿：「染織III－2」で制作したもの※型紙を忘れた
場合、その後の制作ができませんので、必ず持参のこと。
7 ゴム付き駒ベラ（9cmまたは12cm）：糊置き用 ※当日販売あり
8 摺り込み刷毛セット（冬毛のもののみ）：冬毛（やわらかい毛質）の幅6分以上の太めのものを持っ
ている方は持参のこと※当日販売あり
9 青花ペン、またはチャコペンシル：布地にマーキングする時に使用
10 プラスチックトレー 1枚：糊置き時に使用
11 PPビーカー500cc 1～2個、またはディスポカップ300cc 1～2個：刷毛の水浸用
12 ゴム手袋：水洗時使用（無くてもOKですが肌の敏感な人は持参の事）
13 ハンドタオル2～3枚：使用済が良い。※型紙の水分拭き取りや、刷毛に含まれた染料調整などに使
用します。
14 アクリル絵具、パレット（メーカー等の指定はありません）

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店　
○ハンカチ45cm角･･･約150円
○摺り込み刷毛各種･･･約900～2,000円※太めのものも必要。なるべく使用する色数分。
○型糊200g･･･約450円
○ゴム付き駒ベラ9cmまたは12cm･･･約1,500円
○和紙（雲井）1人1枚（98cm×65cm）･･･約500円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－1
絣の基本を知る 科目コード： 65126S
2年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は受
講できません。

履修の前提条件

染織IV－1(絣の基本を知る)a
開催日程：2019年4月27日（土）～ 2019年4月28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－1(絣の基本を知る)b
開催日程：2019年5月3日（金）～ 2019年5月4日（土）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－1(絣の基本を知る)c
開催日程：2019年6月22日（土）～ 2019年6月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－1(絣の基本を知る)d
開催日程：2019年6月29日（土）～ 2019年6月30日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

木内小織、村山順子担当者

科目概要と到達目標

経絣（たてがすり）は、糸の段階で＜染まる部分＞と＜染まらない部分＞に染め分けた経糸を使って図
柄を織り出す技法です。この技法を用いた織作品を制作するためのデザインを作成します。経絣の構造
と特徴を理解し、それらを活かしたデザインを目指しましょう。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 発想力
3. 構想力
4. 技術力
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう（持参物項目に記さ
れているページ）。事前課題に取り組みましょう。スクーリング後は学んだことをノートやテキストな
どで再度確認、振り返りをしておきましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』pp.6～9、11～13、17～96、166～170
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参考文献・URL
『織の海道』沖縄本島編／八重山・宮古編／奄美・鹿児島・久留米編「織の海道」
実行委員会、アート印刷株式会社
 ※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：作品サイズの1/4の大きさ（5×20cm）の経絣のアイデアデザイン　2点以上、A4サイズ1枚につ
き1点
下記のルールに従って作成します。
①作品サイズの1/4の大きさの画面を、縦方向に10等分する（0.5×20cmの枠が10個出来る）。
②その中に、0.5cm、1cm、1.5cm、2cm、2.5cmの5種類の四角形を組み合わせてデザインする。
③1つの枠に対して10個以上の四角形が入らないようにする。
④四角形が入らない枠があってもよい。
※事前課題制作参考図は、airUの当該科目にUPしていますのでご利用ください。

2.提出日：【a日程】4/27（土）、【b日程】5/3（金・祝）、【c日程】6/22（土）、【d日程】6/29
（土）

3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
経絣技法のためのデザインを作成します。
最終成果物：原寸大のデザイン（20×80cm）1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時　課題説明
2講時～4講時　デザインチェック～アイデアデザイン
5講時　講評会

2日目
1講時　整経説明
2講時～4講時　デザイン
5講時　合評会

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV-1」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 事前課題のアイデアデザイン2点
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4 エプロン（作業用軽装）
5 マスキングテープ：図案制作時にあると便利※購買部（ADストア）でも購入可
6 筆記用具、電卓：図案制作用具
7 はさみ（文具用）：図案制作用具※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができ
ません。事前に申し出て頂ければ、大学で準備します。
8 定規（15cm程度）：図案制作用具
9 色鉛筆（12色以上）：図案制作用具
10 整経台（棒1本/1個）※テキスト科目 【染織演習II－2セット】の教材セットに含まれますので、
持っていない方は受講までにお申し込みください。当日、教室での受取りを希望の方は申込み用紙に、
その旨ご記入ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（ラミー）･･･約2,600円
○整経台（棒2本/1個）･･･約1,200円

※金額は変更する場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－2
絣の工程を知る 科目コード： 65127S
2年次～配当年次

1単位数

無
※「染織IV－1」履修後を想定した内容を設定しています。
※「染織IV－1」「染織IV－2」「染織IV－3」は連続した内容のため、同一年度に履修するこ
とが望ましい。
※「染織II－2」と「染織II－3」を受講後に履修することが望ましい。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65114で履修してください。

履修の前提条件

染織IV－2(絣の工程を知る)a
開催日程：2019年7月27日（土）～ 2019年7月28日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－2(絣の工程を知る)b
開催日程：2019年8月11日（日）～ 2019年8月12日（月）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－2(絣の工程を知る)c
開催日程：2019年8月14日（水）～ 2019年8月15日（木）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－2(絣の工程を知る)d
開催日程：2019年8月19日（月）～ 2019年8月20日（火）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

木内小織、村山順子担当者

科目概要と到達目標

経絣（たてがすり）技法の染色の方法と、機にかけるための工程の1つである経巻き（たてまき）の方
法を学びます。染色では、セルロース系の繊維に適したスレン染料についての理解と、絣を染める方法
についての理解を目指します。経巻きでは、その手順の理解を目指します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 理解力
3. 技術力

予習・復習

・すでに「染織I-2（藍色絞りの浴衣をデザインする）」を履修済みの学生は、スレン染料について復
習しておきましょう。スクーリング後は、学んだことをノートやテキストなどで再度確認、振り返りを
しておきましょう。
・「染織IV-1（絣の基本を知る）」の内容を復習しながら事前課題に取り組みましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』pp.6～9、11～13、72～96、166～170

参考文献・URL
『織の海道』 沖縄本島・久米島編/八重山・宮古編/奄美・鹿児島・久留米編 「織
の海道」実行委員会 アート印刷株式会社
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：整経（10本×10束）、デザインに沿った絣括り、経糸の色を決定する、染料助剤の計算をす
る。
※課題の詳細については「染織IV-1」のスクーリング内でお伝えします。既に受講済みの方はairUの当
該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。

2.提出日：【a日程】7/27（土）、【b日程】8/11（日・祝）、【c日程】8/14（水）、【d日程】8/19
（月）

3.提出先：授業内で使用

【スクーリング課題内容】
デザインに基づいて絣括りをした経糸を染色します。その後、絣ほどきをして経巻きを行います。
最終成果物：デザインに基づいて染め分けた経絣糸

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時　染色説明
2講時～4講時　染色
5講時　絣ほどき

2日目
1講時　合評
2講時～5講時　経巻き

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（織）』： コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV－2」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 デザイン（「染織IV-1」で作成したもの）
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4 デザインに沿って絣括りをした経糸：事前課題
5 エプロン、作業用軽装、マスク：ハイヒール、サンダル、下駄不可
6 マスキングテープ：あると便利※購買部（ADストア）でも購入可
7 筆記用具、電卓：染色、整経作業で使用
8 プラスチックトレー2個：染色作業で使用
9 ポリプロピレンテープ（5m程度～1巻き）
10 雑巾1枚：染色用具
11 ゴム手袋、軍手：染色用具
12 染色スプーン 小3本：染色用具
13 PPビーカー500cc 3個：染色用具
14 電子計量器：染色用具
15 リッパー：絣ほどき時等に使用（あれば持参）
16 メジャー（1.5～2m）：あれば便利
17「染織I‐2（藍色絞りの浴衣をデザインする）」のスレン染料に関する資料やデータ：あれば持参

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○スレン染料･･･500円前後
○助剤セット･･･2,600円
持っていない人のみの購入となります。

※金額は変更する場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅳ－3
絣の布を織る 科目コード： 65128S
2年次～配当年次

1単位数

無
※本科目は「染織IV－1・2 」履修後を想定した内容を設定しています。
※「染織IV-1」、「染織IV－2」、「染織IV－3」は連続した内容のため、同一年度に履修す
ることが望ましい。
※本科目は、新カリキュラム科目です。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科
目コード：65115で履修してください。

履修の前提条件

染織IV－3(絣の布を織る)a
開催日程：2019年9月5日（木）～ 2019年9月6日（金）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(絣の布を織る)b
開催日程：2019年9月21日（土）～ 2019年9月22日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(絣の布を織る)c
開催日程：2020年1月18日（土）～ 2020年1月19日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織IV－3(絣の布を織る)d
開催日程：2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

木内小織、村山順子担当者

科目概要と到達目標

経絣（たてがすり）技法を用いた織作品を高機を使って制作します。経絣の制作工程を理解するととも
に、技法の持つ魅力の発見を目指しましょう。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 発想力
3. 理解力
4. 技術力

予習・復習

・スクーリング後は、身のまわりの絣布に目を向けて色や構成について観察してみましょう。また国内
外の伝統的な絣について、できるだけ多くの実作を見るようにしてみましょう。
・「染織IV-2（絣の工程を知る）」の内容を復習しながら事前課題に取り組みましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』pp.6～9、11～13、72～96、166～170

参考文献・URL
『織の海道』 沖縄本島・久米島編/八重山・宮古編/奄美・鹿児島・久留米編 「織
の海道」実行委員会 アート印刷株式会社
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：緯糸染色

2.提出日：【a日程】9/5（木）、【b日程】9/21（土）、【c日程】2020/1/18（土）、【d日程】
2020/1/25（土）

3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
経絣技法を用いた織作品を制作します。経巻きしておいた経絣糸を機にセットして織り上げます。
最終成果物：経絣技法を用いた作品1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目
1講時　課題説明
2講時　綜絖通し
3講時　筬通し
4講時　織りつけ・緯糸準備
5講時　緯糸準備、製織

2日目
1講時～4講時　製織
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.72～77、80、168）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織IV-3」のページ）、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 デザイン（「染織IV-1」で作成したもの）
4 事前課題を終えた緯糸
5 エプロン、作業用軽装、：ハイヒール、サンダル、下駄不可
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6 マスキングテープ：あると便利※購買部（ADストア）でも購入可
7 筆記用具、電卓：各作業で使用
8 プラスチックトレー2個：あると便利
9 ポリプロピレンテープ（5m程度～1巻き）
10 糸切りはさみ
11 綜絖通し、筬通し：※あれば持参
12 メジャー（1.5～2m）
13 小さめの座布団、又はクッション
14 板杼（30cm）2本：持っている人のみ※当日販売あり

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○綜絖通し･･･約800円　　　　　　
○筬通し･･･約1,300円

※金額は変更になる場合があります

後日、以下の教材費を指定の口座から引落ます。
○板杼（30cm)2本･･･約2,000円（購入する人のみ）

注意事項

・本科目は新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。

32019_65128_3/



染織Ⅴ－1
蠟染め 科目コード： 65129S
3年次～配当年次

2単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習Ⅱ-1」を合格済みのこと
※「染織V－1～4」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラムです。旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は科目
コード：65009で履修してください。

履修の前提条件

染織V－1(蝋染め)a
開催日程：2019年8月17日（土）～ 2019年8月18日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織V－1(蝋染め)b
開催日程：2019年8月22日（木）～ 2019年8月23日（金）,2019年8月27日（火）～ 2019年8月
28日（水）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

舘正明担当者

科目概要と到達目標

蠟染めは、蠟を防染剤に用いる染色技法で、熱して液状になった蠟で文様を布地に描き、染色したのち
に蠟を取り除き、模様を染め出す技法です。蠟染めの特徴は、筆や版で蠟描きする手軽さや、半防染や
亀裂などの蠟味のおもしろさ、蠟の確かな防染力を利用して染色と蠟置きを繰り返す模様の複雑さと重
ね染めによる色彩の深みなどです。この科目では蠟染めの技法の一種である型蠟技法を学びます。型蠟
技法の特徴を把握し、蠟染めの工程を理解することが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 技法の習熟度
3. テストピースでの研究と結果
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング前にテキスト『染織演習（染）』蠟染の素材と技法（pp.86～106）を読み、蠟染めについ
て理解を深めるようにしてください。
特に「蠟による防染効果」（p.93）の＜半防染＞と＜図1 蠟の置き方と厚み＞は重要です。また、＜型
技法 ⑤凸版＞（pp.100～101）もスクーリング内容に近く、参考になるでしょう。
スクーリング後は、今回の成果物を用い、日常で使えるものを作ってみましょう。機会があれば美術館
や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』
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参考文献・URL

課題

【事前課題】

○事前課題用：蠟染め材料道具セット
布（綿、ブロード60番、2.5m）
リアック染料、イエロー3G、レッド2B、ターキスブルーG　各色10g：1本
フィキサー2　150g：1本
無水芒硝　250g：1袋
ナイロン刷毛　70mm：4本
※事前課題をするために必要な蠟染め材料道具セットは各自で購入してください。購入先につきまして
はシラバス巻末またはairUの当該科目にUPしている【資料編・教材申込書】に収録の申込用紙で田中直
染料店に直接お申込ください。

以下、事前課題を進めるにあたっての制作参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考に
してください。

①課題：スクーリング中のテストピース制作に使用する布を、各色2枚ずつ、合計6枚染色する。
1、制作の進め方を参考に布を切り分けます。この事前課題で使用する布は約30cm角サイズの12枚のう
ち6枚です。（この事前課題で使用しない残りの布はスクーリングに持参してください。）
2、1ℓのppビーカーに水を600cc入れます。
3、染料0.2g、無水芒硝30gを計り、ppビーカーに入れよく溶かします。
4、切り分けた布2枚を入れ、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら約10分間染色しま
す。
5、布を別の容器に取り出します。
6、フィキサー2を24cc計り、ppビーカーに入れ混ぜます。
7、布を戻し、むらにならないよう染料スプーンで優しく動かしながら、約30分間染色します。
8、布を取り出し、よく水洗いしたのち乾燥させます。
9、同様の手順で残りの2色も染めてください。
注意：反応染料は通常、染色工程の最後にソーピングを必要としますが、その工程はスクーリング内で
おこないますので事前課題では水洗いまでとします。

②提出日：【a日程】8月17日（土）　【b日程】8月22日（木）

③提出先：授業で使用
※事前課題をするために必要な蠟染め材料道具セットは各自で購入してください。購入先につきまして
はairUシラバス「事前課題」の2つ目タブ「資料編・教材申込書」またはシラバス巻末【資料編・教材
申込書】をご参照ください。

【スクーリング課題内容】
このスクーリング課題での蠟置きは凸版を用います。前期のテストピース制作では、用意された幾何形
態の凸版を使用し、実験的に蠟置きと染色を繰り返し、様々な色彩と形を作り出します。このテスト
ピース制作を通して、技法の特徴や蠟染めの工程を学びます。
後期ではテストピース制作での経験や結果をもとに大きな布を染色します。

最終成果物：テストピース（約30cm角）5枚以上、型蠟技法染色布（90×70cm）1枚
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授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期＞
1日目
1講時　蠟染めについて
2～3講時　課題説明、蠟染めの制作工程について
4～5講時　テストピース制作

2日目
1講時～3講時　テストピース制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

＜後期＞
3日目
1講時　課題説明、染色準備
2～5講時　型蠟技法染色布制作

4日目
1～3講時　型蠟技法染色布制作
4講時　脱蠟・ソーピング
5講時　合評

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 染色用具（ディスポカップ5個以上・プラスチックトレー3枚）
2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
5 摺り込み刷毛：六分以上の大きなもので持っているもの
6 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの※当日販売あり
7 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
残り約1.3m）
8 古新聞：2日分
9 古タオル：3枚程度、水をよく吸収するもの
10 ゴム手袋1組
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【後期】
1 ディスポカップ5個以上　　　　　　
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2 エプロン、作業用軽装：ハイヒール、サンダル不可
3 染料スプーン：数本
4 電子計量器
5 摺り込み刷毛：六分以上の大きなもので持っているもの
6 引き染め刷毛：持っているものがあれば
7 ナイロン刷毛：蠟染め材料道具セットで購入分または持っているもの※前期のみ当日販売あり
8 布（綿、ブロード60番）：蠟染め材料道具セットで購入分（約30cm角サイズ染色済6枚、未染色6枚、
残り約1.3m）
9 古新聞：2日分
10 古タオル3枚程度：水をよく吸収するもの
11 ゴム手袋1組
12 画鋲（金属製）： 100個程度
13 鉛筆（4B程度）：1本
14 ガムテープ（布）：1巻
※事前課題用に購入した蠟染め材料道具セットの中でリアック染料3色、フィキサー2、無水芒硝は持参
する必要はありません。

【必要に応じて】
ドライヤー：乾燥用（必ず持参ではありませんが、あると便利です）

●諸経費
前期日程でナイロン刷毛を購入予定の方は以下の費用をご用意ください。
前期：販売　田中直染料店
○ナイロン刷毛 30mm･･･350円、50mm･･･450円、70mm･･･540円

※ナイロン刷毛は各自の制作状況によって多く必要となる場合があります
※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。

42019_65129_4/



染織Ⅴ－2
友禅のふくさを染める 科目コード： 65130S
3年次～配当年次

2単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習Ⅱ－1」を合格済みのこと
※「染織V－1～4」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織V－2(友禅のふくさを染める)
開催日程：2019年8月10日（土）～ 2019年8月11日（日）,2019年8月31日（土）～ 2019年9月
1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

高橋周也担当者

科目概要と到達目標

元禄時代の直前、1683年に出された奢侈禁止令により庶民の間では金箔、縫い、絞りなどを使った着物
が贅沢品と見なされ、所有・着用することができなくなりました。そんな時代背景の中で生み出された
のが手描き友禅です。世界でも類を見ない緻密な表現を可能にした手描き友禅染、その絵画的な表現を
支える防染技術と染めの基本を学びます。生地や染料、道具の扱いを習得しながら手描友禅染技法を用
いたオリジナルデザインの作品を制作します。手描友禅染は、複雑な工程と数多くの技法を用います
が、本科目では、その基本となる糸目糊防染による染色技法と箔の扱いを学びます。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 授業姿勢
3. 完成度
4. 技術習得度
5. 表現力（構成力）
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに友禅についてテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。ま
た、スクーリング後は、今回の成果物を生かせる（ふくさ以外でも）バックや袋、小物等に展開してみ
ましょう。機会があれば博物館や資料館にて、古いもの、新しいものを問わず多くの友禅作品の実物を
見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 無

参考文献・URL
京都国立博物館HP
http://www.kyohaku.go.jp
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課題

【前期日程の事前課題】
1.課題：airUの当該科目シラバスにUPしている2種類の模様をダウンロードし、A4サイズで出力し色鉛
筆を用いて色草稿を作る。※模様についてはairUシラバスの事前課題の項目をご覧ください。

2.事前課題制作手順
（1）airUから2種類の模様を選び、A4サイズに1枚ずつ出力する。用紙はコピー用紙を使用。それぞれ
の模様は色鉛筆を用いて着色する。使用するのは5色以内、このうち2色はボカシ（グラデーション）に
も併用する。それぞれの模様に必ずボカシ（グラデーション）を入れること。
（2）ボカシ（グラデーション）を入れる事を想定しながら模様全体を着色する。
（3）全体の着色後に2色でボカシ（グラデーション）をつけていく
→上記、色草稿を参考に授業で1辺30cmのふくさの下図とします。サイズが拡大される事も念頭におき
ながら色草稿を進めてください。

※事前課題制作の手順参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.提出日：8月10日（土）

4.提出先：授業で使用

【後期日程の事前課題】
1.課題：前期の事前課題で作成した色草稿に金を入れる場所を書き込む。

2.事前課題制作手順
金を入れる場所を決定し、実際に色草稿に書き入れる。色草稿への金の入れ方や画材等は前期スクーリ
ング時に教員から説明します。
　　　　　　　　　　　　　
3.提出日：8月31日（土）

4.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
手描友禅染めの糊防染によるふくさを制作します。図案に始まり、下図・糸目糊・挿し友禅に加え、こ
の授業では金箔を使った印金加工のテクニックまでを学びます。
最終成果物：友禅ふくさ（30cm×30cm）

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
＜前期＞
1日目
1講時～2講時　課題説明と図案のチェック、下絵
3講時～5講時　糸目糊置き、地入れ、色合わせ
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2日目
1講時～5講時　色合わせ、挿し文様

次回までに蒸し揮発水洗→水元→湯のし
但し、この作業は業者に依頼します。

＜後期＞
3日目
1講時～5講時　印金加工

4日目
1講時～3講時　工房見学（移動、昼食を含む）
4講時～5講時　合評、友禅に関する質疑応答

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･前期・後期それぞれのスクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 エプロン
2 作業用軽装
3 鉛筆・消しゴム
4 新しい雑巾　2枚
5 白いハンドタオル　1枚
6 図案：事前課題についての欄を参照
7 縫い針（大・小各1本）
8 スポイト・ポリ（5cc）：※使用する色数分　購買部（ADストア）にあり
9 染料皿（8.5cm）：※使用する色数分　購買部（ADストア）にあり（とき皿）
10 ステンレスボール（18cm）2個：筆洗用です。代用品でも可。
11 プラスチックトレー　3枚
12 彩色筆：※10本前後が目安です。※当日販売あり
13 青花ペン：※当日販売あり
14 クリップ（小）：目玉クリップ、ダブルクリップなどの幅2cm程度のもの。

【後期】
1 エプロン
2 作業用軽装
3 鉛筆・消しゴム
4 新しい雑巾2枚
5 白いハンドタオル1枚
6 図案：事前課題についての欄を参照
7 縫い針（大・小各1本）

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
○見学時の交通費（京都市内）･･･各自

販売：中神染料店
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○筆（下絵用）･･･約500円
○青花ペン（下絵用）･･･約300円
○彩色筆（彩色用）･･･約300円～約800円
○片羽刷毛（彩色用）各種･･･約500円～1,200円
○糸目用筒紙（中金・先金含む）･･･約1,500円
○金箔　各種･･･約1,200円（※10枚単位セット売りのみでの販売になります。）

後日、以下の教材費を指定の講座から引き落とします。
○布代（作品・サンプル用正絹紬地）･･･約2,000円
○印金用筒紙･･･約600円
※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－3
綴織の壁掛を織る 科目コード： 65131S
3年次～配当年次

2単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習Ⅱ-1」を合格済みのこと
※「染織V－1～4」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
科目コード：65011で履修してください。
※卒業制作で織の着物を制作する場合は、本科目を必ず履修すること
※自宅の織機は1期のスクーリング中には決定し設置すること
※「染織Ⅱ－2・3」「染織Ⅳ－2・3」を履修後に受講することが望ましい。

履修の前提条件

染織V－3(綴織の壁掛を織る)
開催日程：2019年5月5日（日）～ 2019年5月6日（月）,2019年6月1日（土）～ 2019年6月2日
（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

大住由季担当者

科目概要と到達目標

織り技法の中でも絵画的な表現が可能な綴織について学び、壁掛を制作します。綴織について理解し、
表現力豊かな作品に仕上げることを目標とします。また自宅に機を設置し、織機の構造と扱いを理解す
ることも目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢
3. 発想力、構想力、表現力
4. 完成度
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの
実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』

参考文献・URL 『TAPESTRY』Barty PHILLIPS Phaidon Press

課題

【事前課題】
1.課題：綴織作品の題材にしたいと思うモチーフを探しスケッチしてください。モチーフは植物（花、
樹木、野菜、果物など）、動物、風景（組み合わせ可）。色々なモチーフを一枚ずつ描くのではなく、
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これと決めた後は対象物をじっくりと色々な角度から観察し、出来るだけ多く（10枚以上）描きましょ
う。このスケッチをもとに、どのような作品を作りたいのか考え、アイデアスケッチを3点以上描いて
ください。必ず初日に、このスケッチ、アイデアスケッチの全てを持参してください。
2.提出日：5月5日（日・祝）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
綴織で壁掛けを織ります。色数は自由。完成サイズ40×50～60cm
前半：事前課題のスケッチ、アイデアスケッチをもとに綴織のデザインを進めます。
機に経糸を張り綴織の基礎織りを学びます。織り方のデモンストレーションをします。
自宅制作のため、織り方の理解を深めてください。
後半：デザインを完成させ、経糸の整経と緯糸の染色をします。
フォローアップ：織り上がった作品を持参し、合評

【スクーリング受講中の自宅制作について】
1期受講後、2期までにスケッチをもとにデザイン（色付き原寸大の下絵）を完成させる。
2期受講後、自宅の織機で作品を織る。（機かけ、製織）

授業計画

【前期】
1日目
1講時　課題説明・事前課題確認
2講時　綴織技法説明・経糸準備
3講時～5講時　基礎織り

2日目
1講時　デザイン説明
2講時～4講時　デザイン
5講時　デザインの中間合評

【後期】
3日目
1講時　デザイン合評
2講時　デザイン修正
3講時～4講時　整経
5講時　デザイン完成

4日目
1講時　緯糸の準備、選択
2講時　染色方法説明
3講時～4講時　緯糸の染織　
5講時　仕上げの説明

【フォローアップ】2019年8月12日（月・祝）
3講時～5講時　織り上がった作品の合評

● 本科目は自宅の織機で作品を織り上げます。前期スクーリング中には機を決定し、後期スクーリン
グまでには設置するようにしてください。その際、今後着物を制作する予定の方は着物を織れるものを
用意してください。また、木枠機・卓上機でも制作は可能ですが40cm幅のものが織れる機をご用意くだ
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さい。まだ機を購入されていない方は初回スクーリング時に教員と相談することも可能です。
● 自宅に機があり使用したい筬がある方は、初回スクーリング時にお持ちいただくか筬密度と筬の長
さを調べてきてください。筬の目安としては寸間5～20、cm間3～7程度になります。

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

【前期】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.33～34、pp.68～70）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織V－3」のページ） 、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 はさみ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申し出て
頂ければ、大学で準備します。
4 定規（45cm以上）
5 自分の織機の資料：織り機の写真、筬の種類（目数）など
6 スケッチ（10枚以上）：事前課題についての欄を参照。モチーフがあれば持参、またはモチーフの写
真（プリントアウトしたもの）
7 アイデアスケッチ（3枚以上）：事前課題についての欄を参照
8 鉛筆、色鉛筆、不透明水彩絵具など画材一式
9 カッターナイフ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に
申し出て頂ければ、大学で準備します。
10 消しゴム、練り消しゴム
11 スケッチブックまたはクロッキー帳（F8またはB3）：事前課題で使用したもの。但し残ページが少
ない場合は新しい物を持参すること。
12 フォーク、または綴織用の櫛
13 割り箸5膳
14 染色セット

【後半】
1 テキスト『染織演習（織）』：コピー可（pp.33～34、pp.68～70）
2 『染織コース専門教育科目シラバス2019』：コピー可（「染織V－3」のページ） 、またはairUマイ
ページ掲載のシラバス該当科目を出力し持参のこと。
3 はさみ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に申し出て
頂ければ、大学で準備します。
4 定規（45cm以上）
5 自分の織機の資料：織り機の写真、筬の種類（目数）など
6 スケッチ（10枚以上）：事前課題についての欄を参照。モチーフがあれば持参、またはモチーフの写
真（プリントアウトしたもの）
7 アイデアスケッチ（3枚以上）：事前課題についての欄を参照
8 鉛筆、色鉛筆、不透明水彩絵具など画材一式
9 カッターナイフ：※遠方にお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持込ができません。事前に
申し出て頂ければ、大学で準備します。
10 消しゴム、練り消しゴム
11 スケッチブックまたはクロッキー帳（F8またはB3）：事前課題で使用したもの。但し残ページが少
ない場合は新しい物を持参すること。
12 フォーク、または綴織用の櫛
13 割り箸5膳
14 染色セット
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【フォローアップ】
1 完成作品
2 縫針、縫糸、まち針、糸切りはさみ

※織機についてはairUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」をご参照ください。
または、シラバス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

●諸経費
後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
 ○糸代（作品・サンプル用経糸・緯糸）･･･約4,000円　※各自の作品内容により変更の場合がありま
す。

※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－4
絹を知る 科目コード： 65132S
3年次～配当年次

2単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習Ⅱ－1」を合格済みのこと
※「染織V－1～4」のうちいずれか2科目選択必修
※卒業制作で織の着物を制作する場合は、本科目を必ず履修すること
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。
※「染織Ⅱ－2・3」「染織Ⅳ－2・3」を履修後に受講することが望ましい。
※本科目と合わせて「染織V-15」を履修することを前提とした内容です。

履修の前提条件

染織V－4(絹を知る)a
開催日程：2019年6月8日（土）～ 2019年6月9日（日）,2019年7月14日（日）～ 2019年7月15
日（月）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

染織V－4(絹を知る)b
開催日程：2019年12月14日（土）～ 2019年12月15日（日）,2020年1月11日（土）～ 2020年1
月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥26,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

仁尾敬二、田中優子担当者

科目概要と到達目標

この科目では、絹糸の特質や取り扱い、さらに酸性染料を使った染色方法などを学習します。また、機
と道具の正しい取り扱い方について理解を深めます。経糸によって構成される縞について理解し、糸本
数を計算した上でデザインを行います。各自のデザインに基づき糸を染め、整経して千切に経糸を確実
に巻く方法を知ることを目標とします。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢
3. 表現力
4. 完成度
5. プレゼンテーション力
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、今回の成果物を用い、日常で使えるものを作って
みましょう。機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（織）』
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参考文献・URL
『現代の織り：誰でもできる“織もの”』 小名木陽一編　至文堂
『きものの染と織：織・染・柄・伝統工芸』 石崎忠司 衣生活研究会
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：縞のデザインは事前課題として自宅で考え、作図を行います。
2.提出日：【a日程】6月8日（土）、【b日程】12月14日（日）
3.提出先：授業で使用
※事前課題の内容についてはairUの当該科目にUPしていますので、ご参照ください。

【スクーリング課題内容】
事前課題で描いた縞のデザインをもとに、絹糸を酸性染料で染色し、整経して千切に巻く。
最終成果物：縞のデザイン・絹糸のサンプル付き

授業計画

●絹糸の取り扱い方から、染色方法までを学び、染め上げた絹糸を使って整経までの工程を学ぶ。

前期
1日目：1～5講時　授業内容説明、自宅課題のデザインチェック、絹糸の染色
　　　　（2色、のりつけ乾燥）、糸巻き
2日目：1～5講時　糸巻き、整経（自宅に持って帰る）
※緯糸の染色は宿題：酸性染料、植物染料のどちらで染めても良い

●整経を終えた経糸を使って、粗筬通し経巻後、千切りに巻き取るまでの工程を学ぶ。
後期
3日目：1～5講時　粗筬通し、経巻、緯糸巻き
4日目：1～5講時　経巻、千切りに糸を巻く

受講にあたって

●持参物
【前期】
1 縞のデザイン画：事前課題についての欄を参照
2 エプロン
3 染料スプーン（小）2本
4 電子計量器
5 ゴム手袋1組、軍手
6 ディスポカップ（300cc）3個
7 プラスチックトレー3枚
8 テキスト『染織演習（織）』
9 竹ぐし　1本
10 糸枠（前期/6個）：※当日販売あり（持っている人は持参）
11 電卓
12 筆記用具
13 糸切り鋏
14 機草10枚※当日販売あり

【後期】
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1 テキスト『染織演習（織）』
2 竹ぐし　1本
3 糸枠（後期/4個）
4 電卓
5 筆記用具
6 糸切り鋏
7 まち針3～5本
8 メジャー（2m）：製織中の作品の長さを計ります
9 製織に必要な道具（杼車付、玉管5本、櫛、絹糸用綜絖通し、筬通し）：※当日販売あり（前期初日
に予定）、櫛は持っている人のみ

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：高橋治株式会社
○糸枠6個･･･約400円/1個
○絹糸用綜絖通し･･･約430円
○玉管（9cm）5本･･･約500円/5本
○杼（バネ式車付き）･･･約3,200円
○筬通し･･･約1,300円
○機草･･･1枚約23円×10枚　

後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○糸代（絹糸）･･･約5,000円

※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－5
沖縄産地研究 科目コード： 65133S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II-1」を合格済みのこと
※「染織V－5～15」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織V－5(沖縄産地研究)
開催日程：2019年11月8日（金）～ 2019年11月9日（土）
開催地：沖縄■、受講料： ￥16,000、定員：20

開講日程・
開講地・定員

平井眞人担当者

科目概要と到達目標

この科目では、博物館や工房を見学し、体験を通して沖縄の工芸について学びます。博物館の見学、学
芸員レクチャーや工房訪問、染色実験や染料植物材料学、作家のお話をうかがうなど、沖縄の現場でな
ければ出来ない経験を積み、自身の作品制作にフィードバックさせてほしいと思います。亜熱帯の気候
風土や歴史的背景の影響を受け、育まれた沖縄の染織について学び、「モノづくり」の原点を考察しま
す。現代や将来におけるその意義を考えることが目標です。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講態度
3. 授業態度
4. 授業理解度
授業への取り組みとレポート課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までに沖縄工芸の概要を理解しておきましょう。
スクーリング後は、博物館や資料館にて多くの参考文献や資料をあたるようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト

参考文献・URL 芭蕉布、八重山上布、紅型、沖縄の絣と藍に関する資料

課題

【事前課題】
1.課題：「沖縄染・織に学ぶこと」1,600字程度にまとめること。任意のA4用紙にて提出。
2.提出日：11月8日（金）
3.提出先：授業初日にご提出いただきますので、ご持参ください。

【スクーリングの課題内容】
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博物館にて沖縄の工芸についてのレクチャーを受講、その後、紅型、首里織、芭蕉布、琉球藍の工房を
見学し、芭蕉糸作りと琉球藍の染色実験を行う。

授業計画

1日目
9:00　沖縄県立博物館・美術館　集合
9:10　入館　ガイダンス
9:30～11:40　見学　解散後、各自移動、昼食
13:10　モノレール「儀保駅」改札口集合
13:30～15:00　那覇伝統織物（首里織）事業協同組合　見学
15:30～16:30　城間びんがた工房　見学後、現地解散

2日目
7:30　「県民広場」集合　貸切マイクロバスにて移動、途中昼食購入
10:00　喜如嘉到着
10:00～12:00　芭蕉布会館見学、芭蕉畑にて芭蕉倒し見学後、芭蕉布会館内にて芭蕉引き、積み体験
（予定）
　　　　　　　移動と昼食
13:40～17:00　琉球藍染体験、泥藍製造見学（名護オーシッタイ）
　　　　　　　「やまあい工房と泥藍製造見学」（予定）
　　　　　　　「琉球藍染体験」
17:00　オーシッタイ出発
19:30頃　移動、県庁前到着　解散

受講にあたって

●持参物
初日は那覇市内を徒歩または公共交通機関を利用して移動します。
1 歩くのに適した服装、靴
2 雨天時の用意

以下、3～10は琉球藍ワークショップの実習に使用　※実習は屋外にて行います
3 ゴム手袋
4 エプロン
5 タオル　2枚
6 ビニール袋（A4サイズ程度）3枚
7 レインコート：100円ショップにある安価なもので可
8 携帯用裁縫用具（針/1本、糸/少量）：染めた布を切り分けたり、各自の布に印をつけたりする際に
使用します
9 長靴：屋外での見学・実習のため、雨天時には必ず必要になります
10 肌を露出しない白色の長袖のシャツ、長ズボン：虫除けのため
11 園芸用網付帽子や虫除けスプレーなど：見学先、ワークショップ実習時の虫除け対策
12 筆記用具：博物館内ではシャープペンシル、ボールペンの使用は不可
※持参物のスプレー缶は飛行機内に持ち込めませんので、かならず手荷物でお預けください。

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
○沖縄県立博物館「常設展」入館料･･･260円
○その他、交通費、宿泊費、食費など。
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後日、以下の教材費を指定の口座から引き落とします。
○ワークショップ実習費･･･約7,000円
○国内旅行傷害保険料･･･約500円
○貸切バス代（2日目のみ）･･･約5,000～6,000円
※かかった金額を受講者数で割ります。金額は受講者数によって変わりますので後日お知らせします。

※金額は変更になる場合があります

●その他
集合場所　1日目：沖縄県立博物館・美術館メインエントランス前
　　　　　2日目：県民広場（県庁北口バス停前）
　　　　
解散場所：県庁前※2日目は交通事情により掲載の終了時間が前後する可能性がありますので、後泊を
お勧めします。

宿泊について：宿泊については各自で手配をお願いします。2日目の集合時間が早いので、県庁周辺で
宿泊の手配をする事をお勧めします。

注意事項

・本科目は、新カリキュラムと旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題としてスクーリングレポートが設定されています。必ず指定日までに取り組みご
提出ください。期日内に提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－7
フェルトメイキング 科目コード： 65135S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II-1」を合格済みのこと
※「染織V－5～15」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織V－7(フェルトメイキング)
開催日程：2019年5月11日（土）～ 2019年5月12日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：31

開講日程・
開講地・定員

ジョリー・ジョンソン担当者

科目概要と到達目標

手作りの上質フェルトの品質と表現とは何か？
羊毛の特性を生かしたフェルト探求の出発点として、4つの要素（色・模様・形・生地）の品質に重点
をおきます。正倉院の花氈から現代的な見本を紹介し、縫い目のない平面や立体物など、丈夫でユニー
クなフェルト作品を制作します。本科目では、現代フェルトメイキングの幅広い可能性を紹介します。
羊毛独自の材料としての本質を学びながら、やわらかく弱い繊維から平面（生地）、または立体（オブ
ジェ）への堅固で丈夫な驚くべき変化を体験し、制作方法を習得します。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢および態度
3. 羊毛の本質、可能性を理解できたか
4. 理解したことが制作物に生かされているか
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリングまでに『染織演習（織）』pp.172～177を読んでください。
スクーリング後は、授業で制作した「魔法のかばん」の技法を応用して、もうひとまわり大きいトート
バッグなど、色々と作ってみましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『フェルトメーキング　ウールマジック』ジョリー・ジョンソン　青幻舎

参考文献・URL
『染織演習（織）』pp.172～177　フェルトメイキング
http://www.joirae.com

課題

【事前課題】
1.課題：手に入る羊毛または動物の毛を用いて、5gまでの羊毛の玉をフェルティングの技法（湿気を与
えて、温度とphで縮絨する方法を調べてください）を用いてつくってみてください。どのような状態に
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なりますか？この玉（又は玉になりかけのもの）をスクーリングに持って来てください。
2.提出日：5月11日（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
羊の毛から硬くて丈夫なフェルトになる過程を学びながら、形や模様、品質すべてを同時に制作してい
くという羊毛独特のユニークな技法を体験する。
最終成果物：立体小物 2点、羊毛の種類別サンプルと模様のサンプル数点、「魔法のかばん」1点

授業計画

【自宅学習】
事前課題

【スクーリング】
1日目　　　　
1講時　挨拶、立体小物制作、カラーブレンディングのサンプル制作
2講時　フェルトの紹介、レクチャー
3講時～5講時　いろいろな種類の羊毛サンプル制作　※グループに分かれて制作

2日目
1講時～5講時　｢魔法のかばん｣制作（縫目のない立体物、ふた取っ手付き）

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 飾り毛糸 少量：ウール80～100％混、モヘアなど ※少量で良い為、新しく購入するのではなく持っ
ているもので良い
2 丸棒（直径1.8～2.5cm、長さ40～45cm程度）：塩化ビニールパイプ・木製など
3 石鹸液用プラスチック容器：ブリーチ600mℓの空の容器など（ポンプ式でないものがよい。事前にふ
たに12～15個程度のシャワー用の小さな穴を開けておくこと）
4 固形石鹸（小サイズ）
5 タオル2枚：手ぬぐいサイズ
6 筆記用具、油性ペン
7 万能ハサミ
8 裁縫セット、メジャー
9 エプロン：希望者のみ
10 クリアファイル：A4サイズ、10～20ポケットほどのもの

●諸経費
当日、以下の費用をご用意ください。
販売：Joi Rae Textiles
○『フェルトメーキング　ウールマジック』･･･約3,800円
ジョリー・ジョンソン著　青幻舎
○すだれ･･･約700円
○ネット･･･約350円
○羊毛（2日間分）･･･約2,000円
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※金額は変更になる場合があります

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－8
スクリーンプリントの手ぬぐいを染め
る

科目コード： 65136S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II-1」を合格済みのこと
※「染織V－5～15」のうちいずれか2科目選択必修
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。

履修の前提条件

染織V－8(スクリーンプリントの手ぬぐいを染める)a
開催日程：2019年9月21日（土）～ 2019年9月22日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

染織V－8(スクリーンプリントの手ぬぐいを染める)b
開催日程：2019年10月5日（土）～ 2019年10月6日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

八幡はるみ、梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

染色の歴史の中で、スクリーンプリントは、近代の技法です。量産に適した技法で、強いエッジや明快
な色面はスクリーンプリントならではの特徴です。テーマに沿った、送りのある図案作成を経て、版
下、製版、プリントにつながる一連のプロセスを習得します。版を使って何回もプリントするなかで、
量産する楽しさや、つながる形の面白さや色の魅力を理解します。スクリーンプリントの基礎を学び、
最終的には自宅でも制作可能な応用力を身につけることを目標とします。

評価基準と成績評価方法

【評価基準】
1.事前課題に取り組んでいるか
2.テーマを理解したデザインができたか
3.スクリーンプリントの工程を身につけ、特徴を生かした作品に仕上がったか

【成績評価方法】
1.事前課題の枚数とデザインの質
2.デザインの質
3.作業の正確さと成果物の完成度

予習・復習

予習：受講までにテキストの該当ページを読み、スクリーンプリントの概要を理解しておきましょう。
また、街で見ることができるスクリーンプリントで染められたテキスタイルをリサーチしておきましょ
う。（例：マリメッコ、リバティプリント、エルメス、ミントデザインズ、SOU・SOU、炭酸デザイン
室）
復習：授業での学びを応用して、スクリーンプリントが自宅でできるように、自宅スペースの工夫や製
版の方法などを考えてみましょう。街で見られるテキスタイル商品に関心を持ちましょう。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL

マリメッコ
http://www.marimekko.jp
コッカ
http://kokka-fabric.com
エルメス
www.japan.hermes.com/
ミントデザインズ
www.mint-designs.com/
SOU・SOU
www.sousou.co.jp/
炭酸デザイン室
tansandesign.jp/

課題

【事前課題】
1. 課題：
(1)ストライプ、ドット、チェックについて、まずは自由に解釈して、イメージしてください。(ただ
し、ストライプ、ドット、チェックに見える客観性を維持してください。)
(2)A4コピー用紙にそれぞれの柄を描いてください。それぞれの柄は混同しないで、単独扱いです。
(3)それぞれ、白を入れて3色で着色してください。(色鉛筆、ポスターカラー、パソコンでも可）
(4)出来上がったデザインを4枚づつカラーコピー(出力)して、縦に2枚、横に2枚を並べてください。
(※参考図では繋がり部分がわかるようにグレーを入れています。)
(5)それぞれの柄のつながり具合(リピート)を確認してください。
(6)かたよりがなく、つながりがうまくいきましたか。
(7)事前課題ではつながり具合がうまくいかなくても構いません。スクーリングではその方法も含めて
学びます。
(8)この課題は実際に鉛筆や筆を使って描いても、パソコンで作成しても構いません。
(9)ストライプ、ドット、チェックのデザインはスクーリング時に持参してください。見せていただき
ます。
※事前課題制作の参考図は、airUの当該科目にUPしていますので作業の参考にしてください。

2. 提出日：【a日程】9月21日（土）　【b日程】10月5日（土）

3. 提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
テーマに沿ってデザインを考え、リピートをつけて図案にします。図案を2色2版に分版し、製版、手拭
い生地をプリントします。最後に後処理をして、スクリーンプリントの全工程を学びます。手拭いを複
数枚プリントし、図案どおりの配色1枚、配色替え1枚を提出作品とします。

授業計画

【自宅学習】
事前課題
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【スクーリング】
1日目
1講時～2講時　デザインを練る
3講時～5講時　リピートをつけ色分解する、着色図案を作る、製版

2日目
1講時～2講時　色糊準備、布貼り、プリント
3講時～5講時　プリント、蒸し、水洗、乾燥、講評会

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 デザインカッター※遠方のお住まいで、飛行機を利用される方は機内への持ち込みができません。事
前に申し出て頂ければ、大学で準備します
2 テキスト『染織演習（染）』（該当部分のコピー可）
3 鉛筆、12色程の色鉛筆、消しゴム、30cm程の直線定規、コンパス、メモ帳
4 マスキングテープ3cm幅、1本※当日販売あり
5 エプロン
6 雑巾
7 ゴム手袋
8 100~200cc程が入る密閉容器2~3個（色糊の保存用）
9 青花ペン※当日販売あり
10 ゴム付き駒ベラ※当日販売あり
11 スティック糊
12 シラバスの該当部分のコピー
13 動きやすい服と靴（水仕事があります）
14 事前課題(ストライプ、ドット、チェックそれぞれ1枚）

●諸経費
当日、購入者は以下の費用をご用意ください。
販売：田中直染料店
○ゴム付き駒ベラ8cm幅…約1,400円
○マスキングテープ3cm幅…約180円
○青花ペン…約300円

後日、指定の口座から引き落とします。
○スクリーン版代（メッシュ張替え）2枚…約3,000円
○手拭い布1反（10枚）…約1,300円

※金額は変更になる場合があります。

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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染織Ⅴ－15
絹を織る 科目コード： 65137S
3年次～配当年次

1単位数

1年次テキスト科目全てと「染織演習II－1」を合格済みのこと
※「染織V－5～15」のうちいずれか2科目選択必修
※卒業制作で織の着物を制作する場合は、本科目を必ず履修すること
※本科目は、新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は
履修できません。
※「染織V-4」と合わせて履修する事で、技術を習得する内容となっています。
※「染織II－2・3」「染織IV－2・3」を履修後に受講することが望ましい。

履修の前提条件

染織V－15(絹を織る)a
開催日程：2019年8月31日（土）～ 2019年9月1日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：20

染織V－15(絹を織る)b
開催日程：2020年2月22日（土）～ 2020年2月23日（日）
開催地：京都、受講料： ￥13,000、定員：25

開講日程・
開講地・定員

仁尾敬二、田中優子担当者

科目概要と到達目標

この科目では、「染織V-4」で習得した絹糸の特質や取り扱い、酸性染料を使った染色方法を踏まえ、
機と道具の正しい取り扱い方や織り方などについて理解を深め、各自がデザインした縞を絹糸を使って
織り上げます。経糸と緯糸の組み合わせによって織り上がる裂の織色についても学びます。絹糸の織り
方の習得、そしてどれだけ各自のデザインに近い布を織り上げるかを目標とします。

評価基準と成績評価方法

1. 事前課題への取り組み
2. 受講姿勢
3. 表現力
4. 完成度
5. プレゼンテーション力
授業への取り組みと制作課題による総合評価

予習・復習

スクーリング初日までにテキストや参考文献を調べ、概要を理解しておきましょう。また、事前課題に
もしっかり取り組んでください。スクーリング後は、今回の成果物を用い、日常で使えるものを作って
みましょう。機会があれば美術館や博物館、資料館にて多くの実作を見るようにしてください。

テキストと参考文献・URL

テキスト   『染織演習（織）』

参考文献・URL 『現代の織り：誰でもできる“織もの”』 小名木陽一　至文堂
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参考文献・URL
『きものの染と織：織・染・柄・伝統工芸』 石崎忠司 衣生活研究会
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

課題

【事前課題】
1.課題：緯糸の染色（縞のデザインで考えた白以外の緯糸1色を酸性染料か植物染料を使って自宅で染
色する。
2.提出日：【a日程】8/31 （土）、【b日程】2/22（土）
3.提出先：授業で使用

【スクーリング課題内容】
「染織V-4」で絹糸を染色し、整経して千切りに巻いた経糸を西陣のロクロ機にセットして1枚の裂を織
り上げる。

授業計画

●経糸を巻き上げた千切りを西陣のロクロ機にセットし、綜絖通し、筬通し後織り出し、製織工程を学
び、一枚の裂を織り上げる。

1日目：1～5講時　千切りをセット後、綜絖通し、筬通し、織りだし
2日目：1～5講時　製織、完成

受講にあたって

●持参物
事前課題･･･スクーリング初日に持参のこと

1 縞のデザイン画（「染織V-4」の事前課題）
2 玉くだ5本以上
3 杼（バネ式車付き）1丁
4 テキスト『染織演習（織）』
5 竹ぐし　1本
6 電卓
7 筆記用具
8 糸切り鋏
9 緯糸：事前課題で染めたものを持参すること

注意事項

・本科目は、新カリキュラム・旧カリキュラムの合同授業です。
・本科目には事前課題が設定されています。「課題」の項目を確認し、必ず指定日までに取り組んでく
ださい。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。
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卒業制作（染織）
科目コード： 65191S

4年次～配当年次

6単位数

「卒業制作（前期/染・織）」は卒業制作の着手が許可されていること。「卒業制作（後期/
染・織）」はスクーリング申し込みまでに「卒業制作着手本要件」を満たしていること
（『コースガイド』参照）。

履修の前提条件

卒業制作(前期/染)
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）,2019年6月15日（土）～ 2019年6月
16日（日）,2019年8月24日（土）～ 2019年8月25日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：なし

卒業制作(前期/織)
開催日程：2019年4月20日（土）～ 2019年4月21日（日）,2019年6月15日（土）～ 2019年6月
16日（日）,2019年8月24日（土）～ 2019年8月25日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：なし

卒業制作(後期/染)
開催日程：2019年10月12日（土）～ 2019年10月13日（日）,2019年11月16日（土）～ 2019年
11月17日（日）,2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：なし

卒業制作(後期/織)
開催日程：2019年10月12日（土）～ 2019年10月13日（日）,2019年11月16日（土）～ 2019年
11月17日（日）,2020年1月25日（土）～ 2020年1月26日（日）
開催地：京都、受講料： ￥39,000、定員：なし

開講日程・
開講地・定員

久田多恵*、舘正明、木内小織、石塚広、村山順子、やまこしかずよ担当者

科目概要と到達目標

12日間のスクーリングを受講しながら卒業制作を完成させます。
スクーリングは前期6日間（4月20日～8月25日の間に3回）と後期6日間（10月12日～2020年1月26日の間
に3回）に分かれており、前期での作品制作から得られた結果を活かし、後期の卒業制作に結実させま
す。染めの技法を用いる作品と織の技法を用いる作品とで、別クラスとなっています。スクーリング申
し込み時に選択してください。
スクーリングには上記日程の他にフォローアップとして3日間（4月22日（月）、6月17日（月）、10月
14日（月・祝））が設定されています。フォローアップは授業ではありませんので、事前の申込等は必
要ありません。自由参加となります。
前期最終スクーリング（8月24日～25日）と後期最終スクーリング（2020年1月25日～26日）にはそれぞ
れ完成作品の審査があり、作品が未完成または合格基準に満たない場合は不合格となります。
前半では主に自分が作りたいものを明らかにすること、アイデアを実際にかたちにすることに対して実
験的に取り組みます。後半では前半の結果を踏まえ、完成度を高めていくことを目標とします。
作品の概要についてはTX科目「染織演習IV第1課題（卒業制作計画書）」を参照してください。

評価基準と成績評価方法

1. 作品のテーマが明確であるか
2. 何かの模倣ではなく独創性ある作品であるか

72019_65191_1/



3. 素材の特性や染織の技術が生かされた作品であるか
4. 作品のねらいにそって、完成度を高めることができたか
5. 1年間という時間で、自分の目標に向かって一貫性を持ち研究・制作を進め、計画性を持ち達成する
ことができたか
授業出席と制作課題による総合評価

予習・復習

多くの作品を見ることにより造形表現の可能性を考えましょう。制作した作品を客観的に見ることと、
他の意見を聞いて結果を検証することにより今後の作品制作の方向性を探りましょう。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』、『染織演習（織）』

参考文献・URL 無

課題

【事前課題について】
各スクーリング初日に事前課題を提出して頂きます。初日に持参・提出のない場合は単位認定されませ
ん。授業計画の〈事前課題〉、または授業中にお伝えする課題内容を必ず確認し、スクーリング初日に
ご持参ください。

【卒業制作スクーリング課題】
前期作品制作1点、後期作品制作1点、どちらも組作品を可とします。また前期と後期の作品をあわせて
最終の卒業制作とすることもできます。前期と後期の作品は別々のものではなく、前期は卒業制作を踏
まえた試作としての位置づけです。

授業計画

（前期/1回目）
染・織日程合同
4/20（土）
1講時　年間ガイダンス
2～3講時　卒業制作計画書発表
4～5講時　スライドレクチャー（卒業制作作品、教員作品紹介）教員ポートフォリオを見る

4/21（日）
1～5講時　個人面談、制作（織の着物にはじめて取り組む場合は糸染め）

【織：フォローアップ】
4/22（月）
1～3講時　織の着物にはじめて取り組む場合は2日目に染めた糸を五光、座繰りで糸枠に巻く。（フォ
ローアップに参加しない場合は自宅で行う）

【内容】
この授業では、作品を作るにあたって最も大切な考えを固めていく作業の導入をおこないます。まず各
自の制作計画を発表します。1人あたりの発表時間は5分程度です。短時間でわかりやすく発表できるよ
うに準備を進めてください。そして、今までの卒業制作をスライドで見ます。教員の作品制作の方法論
にも触れます。他の人の制作計画、教員のポートフォリオも自身の制作に大きなヒントとなるでしょ
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う。2日目の個人面談中の待ち時間は、作業時間にあててください。各自で作業内容を計画し、それに
必要な道具は持参してください。

【事前課題】
課題内容：卒業制作計画書をもとに初回の授業で行う計画発表について自宅で事前に試作をおこなって
ください。計画の発表は持参した過去の作品や前期作品のアイデアスケッチ、草稿、制作サンプル、ア
イデアの元になった資料などを壁に展示して行います。一人分の壁面は横80～100cm程度、発表時間は
人数によって調整しますが3～5分です。作ろうとするものについて短時間でしっかりと伝えるには工夫
が必要です。展示するものや話す内容について考えておきましょう。
提出日：4月20日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。

（前期/2回目）
染・織日程合同
6/15（土）
1講時～2講時　草稿制作
3講時～5講時　必要に応じたサンプル制作

6/16（日）
1講時～5講時　適宜面談を行いながら制作を進める

【織：フォローアップ】
6/17（月）
1～3講時　整経した糸の経巻き（フォローアップに参加しない場合は自宅で行う）

【染クラス内容】
草稿を完成させ、染めるための準備を進めます。

【織クラス内容】
草稿やサンプル制作を進めます。自宅制作で必要となる経巻きの方法（床で巻く、機に直接巻く、ドラ
ム整経から経巻きなど）のデモンストレーションを行います。
織の着物にはじめて取り組む場合は整経を行います。

【事前課題】
課題内容：前期1回目のスクーリング中にお知らせいたします。
提出日：6月15日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。

（前期/3回目）
染・織日程合同
8/24（土）　
1講時　作品展示作業
2講時～5講時　前期制作作品審査、合評

8/25（日）
1講時～5講時　個人面談と制作

【内容】
前期の完成作品を展示し、審査と合評会を行います。この時点で作品が未完成、または不合格となった
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場合、後期には進めません。

【事前課題】
課題内容：前期2回目のスクーリング中にお知らせいたします。
提出日：8月24日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。

（後期/1回目）
染・織日程合同
10/12（土）
1講時～2講時　後期作品計画発表
3講時～5講時　個人面談と制作

10/13（日）
1講時～5講時　個人面談と制作

【織：フォローアップ】
10/14（月）
1～3講時　各自の計画により整経作業に3日必要な場合は出席して行う

【内容】
前期作品を完成させることで得られたものを活かし、さらに踏み込んだ内容の作品計画を立て、発表し
ます。その後、個人面談を行いながら、各自の作品制作を進めます。
織の着物にはじめて取り組む場合は整経を行います。

【事前課題】
課題内容：前期の作品制作を踏まえ、卒業制作計画書を練り直してください。前期と同様の形式で計画
書を制作しコピーを4部持参してください。
提出日：10月12日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。

（後期/2回目）
染・織日程合同
11/16（土）
1講時～5講時　個人面談と制作
11/17（日）
1講時～5講時　個人面談と制作　

【内容】
個人面談と制作を行います。作品の精度を向上させるための仕上げ方、作品を効果的に見せるための展
示について学びます。試しに作品の一部を展示して必要な備品や装置について考えます。ポートフォリ
オ用の写真を学内で撮影することも可能です。
織の着物にはじめて取り組む場合は経巻きを行います。

【事前課題】
課題内容：後期1回目のスクーリング中にお知らせいたします。
提出日：11月16日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。
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（後期/3回目）
染・織日程合同
1/25（土）
1講時　作品展示作業
2講時～5講時　審査・合評

1/26（日）
1講時～5講時　写真撮影、作品梱包、卒業制作展に関する説明

【内容】
卒業制作作品の最終審査と合評、写真撮影を行います。

【事前課題】
課題内容：後期2回目のスクーリング中にお知らせいたします。
提出日：1月25日（土）
提出先：スクーリング初日にご持参ください。

受講にあたって

●持参物
（前期/1回目）【染・織日程合同】4/20（土）～4/21（日）
1 事前課題
2 1～3年次の自作品：卒業制作の方向性にそった作品2～3点、その他の作品はポートフォリオ用の写真
を持参
3 計画発表に必要なもの：アイデアスケッチ、草稿、制作サンプル、アイデアの元になった資料など
4 個人面談に必要なもの：スケッチやアイデアを練るために使ったスケッチブック、計画書を作成した
案以外のアイデアに関する資料など
5 サンプル制作、草稿作成に必要な道具：色鉛筆、筆、筆洗、皿、草稿用の紙、スケッチブックなど
6 「染織演習IV」第1課題の計画書：ほぼ完成に近い下書きと提出用コピー4部　TX科目「染織演習IV第
1課題」参照
7 織の着物にはじめて取り組む場合は、指定の糸約50gを販売（約2,000円）します。天然染料で染めた
い場合は材料、助剤、酸性染料は大学のものを使用できます。

（前期/2回目）【染・織日程合同】6/15（土）～6/16（日）
1 事前課題
2 練り直した計画書、草稿
3 草稿制作に必要なもの
4 各技法に沿った作品のための材料、そのために必要な用具類
5 織の着物にはじめて取り組む場合は、1回目の授業で染色した糸を木枠に巻いたもの

（前期/3回目）【染・織日程合同】8/24（土）～8/25（日）
1 事前課題
2 完成作品
3 展示用備品
4 作品制作を進めるために必要な材料、道具類　後期作品制作用
5 織の着物にはじめて取り組む場合は、後期作品のデザイン

（後期/1回目）【染・織日程合同】10/12（土）～10/13（日）
1 事前課題：後期作品計画書（前期制作を踏まえ、練り直したもの）
2 サンプル、草稿制作に必要な材料、道具類
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3 織の着物にはじめて取り組む場合は、後期のデザインにそって糸染めをし木枠に巻いたもの

（後期/2回目）【染・織日程合同】11/16（土）～11/17（日）
1 事前課題
2 制作中の作品、展示用品　持ち運べない場合は写真等
3 制作を進めるために必要な材料、道具
4 制作中のポートフォリオ　制作を進めたい場合は用具
5 織の着物にはじめて取り組む場合は、粗筬通しをすませた経糸

（後期/3回目）
【染・織合同日程】1/25（土）～1/26（日）
1 事前課題
2 完成作品
3 展示用備品

●その他
■作品送付について
作品が持ち運べないサイズになる場合は、前期8月23日（金）、後期2020年1月24日（金）【着指定】
し、下記宛に送付してください。
送付先：〒606－8271　京都市左京区北白川瓜生山2－116　
京都造形芸術大学 通信教育部 染織コース宛　「卒業制作スクーリング作品」と明記しておくこと

■審査について
作品が不合格になった場合、次年度以降にもう一度卒業制作に取り組む必要があります。
その場合、「染織演習IV」も全て再履修となります。

■卒業制作展について
合格作品は各自で梱包し、卒業制作展に搬入するまで大学で保管します。また、卒業制作展での作品搬
入と展示および搬出作業は、出展者全員での取り組みとします（参加できない場合は代理をたててくだ
さい）。詳細はスクーリング中にお知らせします。

注意事項

【単位認定について】
卒業制作は、スクーリング科目「卒業制作」6単位とテキスト科目「染織演習IV」4単位を合わせて10単
位一括認定です。いずれかの単位が修得できなかった場合は、スクーリング科目、テキスト科目とも単
位認定は行いません（卒業制作が不合格になった場合、全て再履修となります）。

【事前課題について】
卒業制作スクーリングには事前課題が設定されています。必ず期日までに取り組み、スクーリング初日
にご持参ください。初日に持参・提出のない場合は単位認定されません。

【技法について】
基本的には入学後に習得した技法を用いて制作してください。それ以外の独自技法や入学までに習得し
ていた技法を用いる場合は、初回スクーリングまでに「学習に関する質問票」で相談してください。

【教材・諸経費について】
卒業制作では、各自制作に必要な材料が異なるため、使用する材料、染料、助剤など、作品を制作する
にあたり必要と考えられるものは各自で準備してください。

【卒業制作展について】
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卒業制作作品は3月中旬～下旬に京都瓜生山キャンパスにて開催される【通信教育部卒業制作展】に出
展します。作品搬入と展示および搬出作業は、出展者全員での取り組みとします（参加できない場合は
代理の方をたてていただきます）。詳細は卒業制作スクーリング中に説明します。

【学習相談会について】
卒業制作の取り組みについて相談したい場合は、下記の学習相談会をご利用ください。取り組むにあ
たって感じている不安や取り組み中に抱いた疑問など、教員と直接相談することで解消しましょう。作
品を制作中の場合は進んだ時点までのスケッチや下図、計画図、サンプルなどを持参してください。申
込み方法などの詳細事項は『雲母』にてお知らせします。7月21日（日）／11月24日（日）※開始時間
は申込人数によって決定し、お知らせいたします。　会場：外苑キャンパス（東京）、京都瓜生山キャ
ンパスでの相談は「教員相談」にてお申込みください。学習相談会は全学年を対象としています。
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染織演習Ⅰ－1（染）
科目コード： 65601TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1 課題合格後第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）野村春花、久田多恵*、（第2課題）石塚広、梅崎由起子*担当者

科目概要と到達目標

第1課題［植物染料色見本］と第2課題［天然染料絞り染小作品］の2課題を制作します。
第1課題では、植物染料の抽出、絹布の染色と媒染の方法を学び、色見本帳を作成します。
第2課題では、植物染料の扱い方と絞り染による防染の方法を理解し、小作品を制作します。植物染料
の色と絞り染独特の面白さを生かした作品に仕上げることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】 　　　　　　　　　　　　　　　　
1. 観察力 　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 作業の丁寧さ（正確さ、仕上げ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第2課題】
1. 作品評価
2. 制作意図は表現されたか
3. 作業過程は計画的に進められたか
4. 仕上げは丁寧か

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL 『草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
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参考文献・URL
『続・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
『続々・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 色見本帳：植物染料15種以上（F4画用紙スケッチブック1冊にまとめること）
※スケッチブック表紙に課題提出用紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」の
「制作の進め方」または、シラバスの該当科目ページをご参照ください。）を貼付
2. レポート：「植物染料を染めて感じたこと」400字（任意のA4用紙）1枚
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「染」植物染料色見本
この課題では植物がどのような染料を含有しているか、植物を採集し、サンプル染します。採集（また
は購入）した染料を抽出、染色、媒染するそれぞれの工程で、色や臭いなどよく観察しながら作業して
ください。染色したサンプル布はF4スケッチブックに植物染料15種以上貼付し、色見本帳として仕上げ
てください。できるだけ数多くの染色データをとり、提出分は発色のよいものを選び1冊にまとめてく
ださい。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 絞り染小作品（16cm×22cm）2点
※台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、中表二つ折り※台紙の表紙に課題提
出用紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバ
スの該当科目ページをご参照ください。）を貼付※染料データ表を記入し、制作意
図と制作プロセス（150字以内）を作品下の余白に記入
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「染」天然染料絞り染小作品
天然染料で絞り技法の小作品を制作します。この課題では着物や暖簾のように具体的な用途が想定され
ていませんので、作品制作が始めての方は戸惑い、難しい面もあるかと思います。制作に取り掛かる前
に、何を表現するのか制作意図を明確にしてから作業にかかることが大切です。工芸作品は単に絵を描
くように制作するのではなく、工芸ならではの表現をすることが必要です。天然染料は合成染料と異な
り、一つの染料でも媒染剤を変えれば異なる発色をしますし、他の染料や媒染剤の組み合わせ、順番を
かえるだけで思わぬ効果、表現が期待できます。また、絞り染は防染の手段に糸や紐、棒を使いますが
アイデアや工夫次第では身近にある物（例えばホームセンターなどで手に入る物）を使い防染しても思
わぬ表現効果が生まれることがあります。作品ですので、絞りや天然染料のサンプル染めに終わること
なく、画面作りに時間をかけ、見る人に制作の意図が伝わる作品作りを目指します。
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染織演習Ⅰ－2（染）
科目コード： 65602TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）梅崎由起子*、川野美帆、（第2課題）梅崎由起子*、石股昭、井手本貴子担当者

科目概要と到達目標

第1課題［幾何形態のステンシル］と第2課題［描写－鉛筆による線描］の2課題を制作します。スクー
リング科目「染織Ⅱ－2（染－型染）」および「染織Ⅰ－1（染－描写）」と合わせて、型染の基本技法
と表現の基礎になる描写力を身に付け、イメージ通りの形を作り上げる学習をします。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. 文様の構成
2. 色の選択
3. 作業の美しさ
4. 発想

【第2課題】　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1. じっくりモチーフ（植物）を観察できているか　　　
2. 時間をかけて観察したことをしっかりと線描で表わせているか　　　　　　　　　　　　　　　
3. 課された量に集中力をもって学習できたか
4. 課題に気力をもって積極的に取り組めたか

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL
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テキスト 第2課題：『染織演習（染）』

参考文献・URL 無

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 影・日向の作品（A4：210mm×297mm）2点
※台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、中表二つ折り
※作品下に課題提出用紙を添付（課題提出用紙はairUシラバス「テキスト・教材学
習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目ページをご参照ください。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「染」幾何形態のステンシル
型染の基本的な作業（模様作り、型彫り）とステンシルを行います。ステンシルとは型紙を孔版として
使用することにより、ダイレクトに模様を刷り込んで染め付ける技法です。幾何形態をモチーフとして
影（かげ）と日向（ひなた）の2種類の文様を作り、2種の型紙ができたらステンシルで画用紙を染めま
す。ステンシルの作業をしながら型紙の特質を把握していきます。いろいろな幾何形態を組み合わせ、
イメージ通りの画面に仕上げてください。
※影、日向は雰囲気の違うものにすること。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. F6クロッキー帳　※植物の描写（写生）をしたもの
※各ページの右上に通し番号①～⑳を記入する
※クロッキー帳表紙に課題提出用紙を貼付（課題提出用紙はairUシラバス「テキス
ト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目ページをご参照く
ださい。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「染」描写―鉛筆による線描
クロッキー帳に鉛筆を用いて植物の描写（写生）を20ページ描きます。「形の学習」として、目に写る
ものの形を紙面に描くという方法は大変有効です。ここでは線描き（線描）で植物の描写（写生）をし
て形を見つめる学習をします。まず、身近にある植物（季節の草花、畑に育っている作物、野山の雑草
など、できれば花壇や畑などで生息している状態の植物）を描くために、現場へ出向きましょう。それ
が難しい場合には、切り花ではなく、できれば鉢植えの植物をモチーフにしてください。植物の構造や
骨組を踏まえながら、葉や花の輪郭をよく見つめ描いてください。色の違いや濃淡は、あまりこだわら
ないでください。1ページの写生にじっくり時間をかけて、その形が的確なものになるように描き込ん
でください。
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染織演習Ⅰ－3（織）
科目コード： 65603TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）久田多恵*、篠宮和美、大住由季、（第2課題）梅崎由起子*、石股昭、井手本貴
子担当者

科目概要と到達目標

第1課題［綴織の復元］と第2課題［描写－鉛筆による線描］の2課題を制作します。
スクーリング科目「染織Ⅰ－4（織－綴織）」および「染織Ⅰ－3（織－描写）」と合わせて、綴織の基
本技法と表現の基礎になる描写力を身に付けることが目標です。

評価基準と成績評価方法

第1課題 　　　　　　　　
1. 経糸の張り具合　　　　　
2. 緯糸の入り具合　　　　　
3. 織巾・織耳　　　　　　　　
4. 作品としての完成度　　

【第2課題】
1. じっくりモチーフ（植物）を観察できているか
2. 時間をかけて観察したことをしっかり線描で表わせているか
3. 課された量に集中力をもって学習できたか
4. 課題に気力をもって積極的に取り組めたか

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 第1課題：『染織演習（織）』
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参考文献・URL

第1課題：『アンデスの染織』 天野芳太郎 同朋舎
第1課題『アンデスの染織技法：織技と組織図』 鈴木三八子 紫紅社
第1課題『古代アンデス 神殿から始まる文明』 大貫良夫・加藤泰建・関雄二 朝日
新聞出版
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1. 綴織作品（幅20cm前後×長さ30cm前後）
※作品表面の左上に課題提出用紙をホッチキスでとめること（課題提出用紙はairU
シラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目
ページをご参照ください。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「織」綴織の復元
南米アンデス地方に栄えたインカ帝国や、それ以前のプレ・インカ時代の織物の中から、初心者でも織
りやすいものを選んで復元を試みます。これはプレ・インカ時代古典期チャンカイ文化の織物で、現在
ペルーのリマ市にある天野博物館に所蔵されているものです。勿論厳密な意味での織物の復元ではあり
ませんが、この復元を通じて古代の染織文化の一端にふれながら、織物の基本構造や綴織の初歩的な技
法を習得します。

52019_65603_2/



作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. F6クロッキー帳　※植物の描写（写生）をしたもの
※各ページの右上に通し番号①～⑳を記入する
※クロッキー帳表紙に課題提出用紙を添付（課題提出用紙はairUシラバス「テキス
ト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目ページをご参照く
ださい。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「織」描写―鉛筆による線描
クロッキー帳に鉛筆を用いて植物の描写（写生）を20ページ描きます。「形の学習」として、目に写る
ものの形を紙面に描くという方法は大変有効です。ここでは線描き（線描）で植物の描写（写生）をし
て形を見つめる学習をします。まず、身近にある植物（季節の草花、畑に育っている作物、野山の雑草
など、できれば花壇や畑などで生息している状態の植物）を描くために、現場へ出向きましょう。それ
が難しい場合には、切り花ではなく、できれば鉢植えの植物をモチーフにしてください。植物の構造や
骨組を踏まえながら、葉や花の輪郭をよく見つめ描いてください。色の違いや濃淡は、あまりこだわら
ないでください。1ページの写生にじっくり時間をかけて、その形が的確なものになるように描き込ん
でください。
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染織演習Ⅰ－4（織）
科目コード： 65604TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）野村春花、（第1課題・第2課題）久田多恵＊担当者

科目概要と到達目標

第1課題［植物染料色見本］と第2課題［緯絣］の2課題を制作します。
第1課題では、植物染料の抽出、絹布の染色と媒染の方法を学び、色見本帳を作成します。第2課題では
緯絣を木枠機で織ります。絣糸の作り方と織り方を理解し、技法の特色を生かした作品に仕上げること
が目標です。

評価基準と成績評価方法

第1課題
1. 観察力
2. 作業の丁寧さ（正確さ、仕上げ） 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
【第2課題】
1. 課題内容の理解度（絣の防染、染色、織）
2. 作業の丁寧さ
3. 創意工夫が見られるか（自由課題部分のデザイン）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト
第1課題：『染織演習（染）』
第2課題：『染織演習（織）』

参考文献・URL
第1課題：『草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
第1課題：『続・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
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参考文献・URL

第1課題:『続々・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
第2課題：『絣』 福井貞子 法政大学出版局
第2課題：『染織列島 インドネシア』 渡辺万知子 めこん
 ※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 色見本帳：植物染料15種以上（F4画用紙スケッチブック1冊にまとめること））
※スケッチブック表紙に課題提出用紙を貼付（課題提出用紙はairUシラバス「テキ
スト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目ページをご参照
ください。）
2. レポート：「植物染料を染めて感じたこと」400字（任意のA4用紙）1枚
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「織」植物染料色見本
この課題では植物がどのような染料を含有しているか、植物を採集し、サンプル染します。採集（また
は購入）した染料を抽出、染色、媒染するそれぞれの工程で、色や臭いなどよく観察しながら作業して
ください。染色したサンプル布はF4スケッチブックに植物染料15種以上貼付し、色見本帳として仕上げ
てください。できるだけ数多くの染色データをとり、提出分は発色のよいものを選び1冊にまとめてく
ださい。※スケッチブック表紙に課題提出用紙を貼付（課題提出用紙はairUシラバス「テキスト・教材
学習」の「制作の進め方」または、シラバス巻末をご参照ください。）
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1. 緯絣作品（幅18cm前後×長さ36cm前後）
※作品表面の左上に課題提出用紙をホッチキスでとめること（課題提出用紙はairU
シラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの該当科目
ページをご参照ください。）
※作品はA4クリアフォルダー（学籍番号、氏名を明記）に入れること
2. 作品レポート（任意のA4用紙・ヨコ書き）：1枚
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「織」緯絣
「絣」は、糸の段階で染め分けを行います。この課題では緯糸の一部を括って防染する方法を学び、緯
絣作品を木枠機で織ります。基本的な手順を追いながら、技法の特質を習得します。
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染織演習Ⅱ－1（染）
科目コード： 65605TW

2年次～配当年次

2単位数

無
「染織演習Ⅰ－1」「染織演習Ⅰ－2」を合格済みであること
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）梅崎由起子*、（第1課題）舘正明、（第2課題）川野美帆担当者

科目概要と到達目標

第1課題［ろう染の小作品］と第2課題［連続するプリント図案の作成］の2課題を制作します。
第1課題では、ろう染の様々な技法を駆使し、オリジナリティーのある小作品を制作します。スクーリ
ング科目「染織Ⅲ－2（染－ろう染）」と合わせて、ろう染の全容を理解し、個々の制作に結びつける
ことが目標です。
第2課題では、連続するプリント図案の作成方法を理解し、オリジナリティーのあるパターンに展開す
ることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. 作品内容と技法の工夫
2. 表現力

【第2課題】
1. オリジナリティーがあるか（スケッチから生まれる柄に面白みがあるか）
2. 正確にリピートつけができているか
3. 連続パターンとして色や形にリズムがあるか
4. 仕事が丁寧であるか（ムラやはみ出しが無い）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL
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テキスト 『染織演習（染）』

参考文献・URL

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. ろう染の小作品　５点（1点の仕上げ面サイズは、20cm×28cm）
　※ 作品はA3クリアファイルの見開き右ページに入れ、左ページ右下に制作意図
（100字程度）と
　　番号（①.②.③.～）を記入し、小作品としての鑑賞にたえるものを美しく
ファイルしてください
　※A3クリアファイル表紙に課題提出用紙を貼付（airUシラバス「テキスト・教材
学習」の「制作の進め方」または、シラバス末尾をご参照ください。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「染」ろう染の小作品
ろう染の小作品を5点制作します。1点の作品として布を染め上げるには、色としての染料、形としての
防染技法を同時に自由に使いこなすことが必須条件です。反応染料は様々な染色技法に用いられますが
ろう染技法との併用にあたっては、比較的自由に染料の染め重ねをすることができる、ろうの多様な形
が期待できる、布にたっぷりと引き染めできるのでぼかしや染料の透明感が生かしやすい、といった技
法上の特質があります。自宅における染色作業では適応範囲の広い技法ともいえます。テキストの「ろ
う染技法の実際」（pp.94～106）には、手描き技法と型技法に分類されたろう染技法が説明されていま
す。これらを参考にしながら、技法の実験にとどまらない小品ながらもオリジナリティーあふれる作品
制作を期待します。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. プリント図案（A4ケント紙）1点
※台紙（B4画用紙）に配置、図案下に課題提出用紙（airUシラバス「テキスト・教
材学習」の「制作の進め方」または、シラバス巻末をご参照ください。）を貼付。
2. 制作意図（作品制作中に感じたこと、考えたことを任意のA4用紙にまとめて添
えること）
※学籍番号、氏名、科目名、課題名を明記
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】連続するプリント図案
今までのスケッチからパターンをおこし、実際に連続させることができるリピート（送り）のある図案
を作成します。
図案：A4サイズ297mm×210mm／四方送り／色数３色まで／べタ塗表現　
日頃、目にするプリント柄は多くの場合、基本単位となる図案をくりかえし、何100m、何1000mという
長さで染め上げられています。もちろん用途があれば、それ以上無限に染めることができます。ここで
は、そうした無限に広がるパターン世界の図案作成を学習します。
テキスタイルの面白さは、描かれたモチーフがたとえ奇抜なものであっても、柄の大きさや色使いに
よっては平凡に見えたり、またその逆もあり、色と図が面白い関係性を結べた時、テキスタイルがより
いきいきとしてきます。自身で考案するプリントパターンですから、市販品にはないオリジナルパター
ン作りにチャレンジしてください。図案があれば、その後シルクスクリーンでプリントすることも可能
です。
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染織演習Ⅱ－2（染）
科目コード： 65606TW

2年次～配当年次

2単位数

無　
※「染織演習Ⅰ－1（染）」「染織演習Ⅰ－2（染）」を合格済みであることが望ましい
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1 課題合格後第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）梅崎由起子＊、（第1課題）英ゆう、箱嶋泰美、（第2課題）小枝繁
昭、酒巻洋一担当者

科目概要と到達目標

第1課題［色彩］と第2課題［かたち］の2課題を制作します。スクーリング科目「染織Ⅲ－1（染－色
彩）」、「染織Ⅳ－1（染－構成）」と合わせて、造形の基本となる「色」や「かたち」について学
び、作品制作の基本的な力を身に付けることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1.「色相・彩度・明度・補色」の意味を理解して、正確な色の選択ができているか
2. 注意深く工夫して混色できているか 　　
3. 仕事が丁寧であるか

【第2課題】
1. 対義が明確に感じられるか（表現力）
2. 面の分割、色彩計画が表現のために充分に考察されているか（構想力
3. 作業の美しさ（技術力）
4. 総合的な視点（美意識の高さ）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL
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テキスト

第1課題：『 カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭
日本色研事業株式会社
※ 2012年度よりテキストを変更しています。3年次以上となる方で本科目を未履修
の方は、各自『学習ガイド2017』「テキスト送付・購入申込書」で請求してくださ
い

参考文献・URL
第1課題：『 色彩論』ヨハネス・イッテン 美術出版社
第1課題:『日本の色辞典』吉岡幸雄　紫紅社
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 課題①、②の作品（A4（または八ツ切）ケント紙210×297mm）2点
※ 台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、中表二つ折りにして、間に保護用
の薄紙などをはさんで提出
※作品下に課題提出用紙（本書末尾掲載）を貼付（airUシラバス「テキスト・教材
学習」の「制作の進め方」または、シラバス末尾をご参照ください。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「染」色彩
色の三属性「色相・彩度・明度」の内容を正しく理解し、不透明水彩絵具で色彩表現に反映させる課題
に取り組みます。色彩は主に視覚を通して得られる情報であり、環境や様々な条件と、その受け取り手
である個人によって感じ方はそれぞれ違ってきます。ここでは色彩について、他の人と話し合うための
共通言語を学び、実際に色を使って検証します。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. ＜課題①直線－A・B＞、＜課題②曲線－A・B＞の作品（A4ケント紙
210×297mm）計4点
※ 課題別に台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、作品下に課題提出用紙を
貼付（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバス
末尾をご参照ください。）
※中表二つ折りにして、間に保護用の薄紙などをはさんで提出
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「染」かたち
「色彩」とともに「かたち」は、その性質を理解し、利用することにより様々なイメージを表現するこ
とができます。この課題では直線、曲線で分割することによってできる画面構成を練り、各自が選んだ
「対義語・反対語」を表現します。
＜課題①直線＞：画面を貫通する5本の直線を用いて、対義語を表現する。
＜課題②曲線＞：画面を貫通する5本の曲線を用いて、対義語を表現する。
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染織演習Ⅱ－3（織）
科目コード： 65607TW

2年次～配当年次

2単位数

無　
※「染織演習Ⅰ－3（織）」「染織演習Ⅰ－4（織）」を合格済みであることが望ましい
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）の方は履修できま
せん。
※スクーリング科目「染織Ⅲ－4（織－組織を織る）」第2課題は、スクーリング受講に先
立って履修しておくことが望ましい課題です

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）梅崎由起子*、英ゆう、箱嶋泰美、（第2課題）久田多恵*、吉田桂子、木内小織担当者

科目概要と到達目標

第1課題［色彩］と第2課題［三原組織］の2課題を制作します。
第1課題では、スクーリング科目「染織Ⅲ－3（織－色彩）」と合わせて、造形の基本となる「色」につ
いて学びます。第2課題では「三原組織」を織り、スクーリング科目「染織Ⅲ－4（織－組織を織る）」
と合わせて、織物の基本的な構造を理解することが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1.「色相・彩度・明度・補色」の意味を理解して、正確な色の選択ができているか 　　　　　 　
2. 注意深く工夫して混色できているか
3. 仕事が丁寧であるか

【第2課題】
1. 観察する力
2. 理解する力
3. 応用する力
4. 製織技術

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。
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テキストと参考文献・URL

テキスト

第1課題：『 カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭
日本色研事業株式会社
※ 2012年度よりテキストを変更しています。3年次以上となる方で本科目を未履修
の方は、各自『学習ガイド2017』「テキスト送付・購入申込書」で請求してくださ
い。
第2課題：『染織演習（織）』

参考文献・URL

第1課題：『 色彩論』ヨハネス・イッテン 美術出版社
第1課題:『日本の色辞典』吉岡幸雄　紫紅社
第2課題：『 図説手織機の研究』 前田亮 京都書院
第2課題：『織物の原風景』 長野五郎・ひろいのぶこ 紫紅社
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 課題①、②の作品（A4（または八ツ切）ケント紙210×297mm）2点
※ 台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、中表二つ折りにして、間に保護用
の薄紙などをはさんで提出
※作品下に課題提出用紙を貼付（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の
進め方」または、シラバス末尾をご参照ください。）
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「織」色彩
色の三属性「色相・彩度・明度」の内容を正しく理解し、不透明水彩絵具で色彩表現に反映させる課題
に取り組みます。色彩は主に視覚を通して得られる情報であり、環境や様々な条件と、その受け取り手
である個人によって感じ方はそれぞれ違ってきます。ここでは色彩について、他の人と話し合うための
共通言語を学び、実際に色を使って検証します。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1. 作品（織幅9～12cm×長さ45cm以上）
※作品表面の左上に課題提出用紙をホッチキスでとめること（airUシラバス「テキ
スト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバス末尾をご参照ください。）
※作品はA4クリアフォルダー（学籍番号、氏名を明記）に入れて提出
2. 制作意図（作品制作中に感じたこと、考えたことを任意のA4用紙にまとめて添
えること）
※学籍番号、氏名、科目名、課題名を明記
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「織」三原組織
織物の基本組織である3種類の組織を実際に織りながら、その構造を観察し、理解していきます。この
課題では腰機を使用します。自分の腰で経糸の張り具合いを調節しながら織り進みますが、非常に簡単
な作りの機だけに、要領が必要です。1、2回の失敗は覚悟して、根気よく作業を続けてください。失敗
する場合を想定して、糸は多めに用意しています。テキストpp.114～119「三原組織」をよく読み、テ
キストに従って進めてください。
※テキストp.118図5の⑧変則朱子織の組織図に誤りがございます。p.119本文中の「変則朱子織につい
て」を参考に制作を進めてください。
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染織演習Ⅱ－4（織）
科目コード： 65608TW

2年次～配当年次

2単位数

無
※「染織演習Ⅰ－3（織）」「染織演習Ⅰ－4（織）」を合格済みであることが望ましい
※旧カリキュラム科目のため、新カリキュラム（2014年度以降の入学生）は履修不可

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）梅崎由起子*、小枝繁昭、酒巻洋一、（第2課題）久田多恵*担当者

科目概要と到達目標

第1課題［かたち］と第2課題［縞を織る］の2課題を制作します。
第1課題では、スクーリング科目「染織Ⅳ－3（織－構成）」と合わせて、造形の基本となる「かたち」
について学びます。第2課題では、スクーリング科目「染織Ⅳ－4（織－絹を織る）」と合わせて、絹糸
の扱いや織物の構造に根ざしたデザインである「縞」について学びます。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. 対義が明確に感じられるか（表現力） 　　　　　　　　
2. 面の分割、色彩計画が表現のために充分に考察されているか（構想力）
3. 作業の美しさ（技術力）
4. 総合的な視点（美意識の高さ）

【第2課題】
1. 植物染料の糸染の取り組み
2. 表現力（縞の構成力）
3. 作品の完成度（絹糸の扱い方）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 第2課題：『染織演習（織）』

参考文献・URL 第2課題：『日本の染織19』 名物裂 切畑健 京都書院 ※上記参考文献は、芸術文
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参考文献・URL 化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. ＜課題①直線－A・B＞、＜課題②曲線－A・B＞の作品（A4ケント紙
210×297mm）計4点
※ 課題別に台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、作品下に課題提出用紙を
貼付（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバス
末尾をご参照ください。）
※中表二つ折りにして、間に保護用の薄紙などをはさんで提出
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「織」かたち
「色彩」とともに「かたち」は、その性質を理解し、利用することにより様々なイメージを表現するこ
とができます。この課題では直線、曲線で分割することによってできる画面構成を練り、各自が選んだ
「対義語・反対語」を表現します。
＜課題①直線＞：画面を貫通する5本の直線を用いて、対義語を表現する。
＜課題②曲線＞：画面を貫通する5本の曲線を用いて、対義語を表現する。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物 以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
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（一括送付）

1. 作品（織幅15cm×長さ90cm）
※作品には課題提出用紙をホッチキスでとめること（airUシラバス「テキスト・教
材学習」の「制作の進め方」または、シラバス末尾をご参照ください。）
※作品はA4クリアフォルダー（学籍番号、氏名を明記）に入れること
2. 制作レポート（任意のA4用紙に以下の項目をまとめて添えること）
①植物染料、媒染剤を明記
②縞の構成の意図
③制作中に感じたこと
※学籍番号、氏名、科目名、課題名を明記
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品を添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】「織」縞を織る
ここでは、絹糸の扱いと植物染料による糸染を行う方法を習得し、織物の基本的な意匠である縞の布を
織ります。使用する機は腰機です。「染織演習Ⅱ－3（織）」第2課題［三原組織］よりも経糸が込んで
いますが、糸綜絖が1枚なのでかえって織りやすいと思います。今回の課題は、教材（【染織演習Ⅱ織
クラスBセット】）の絹糸4綛のうち、1綛をこちらの指示する濃茶①に染め、残り3綛を好みの植物染料
で3色染めて、①の濃茶と交互に②～⑯までの縞を自由に構成してください。テキストでは色の順番が
決まっていますが、この課題では自由に構成してください。ただし、1つの色は②～⑯の縞の中で、8ヶ
所以内で考えてください。※緯糸は濃茶①の残りの糸を使用してください。構成以外の織計画・制作手
順はテキストp.156～をよく見て進めてください。織りはじめるまでの作業が非常にたくさんあります
ので、時間を見つけて少しずつ作業を積み重ねていきましょう。そして、自分自身の生活の中に“織”
を少しずつ組み入れていきましょう。

52019_65608_4/



染織演習Ⅰ－1
科目コード： 65612TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）久田多恵*、（第1課題）野村春花、（第2課題）新田恭子担当者

科目概要と到達目標

第1課題［植物染料の色を知る］と第2課題［テキスタイルリサーチ］の2課題を制作します。
第1課題では、植物染料の抽出、絹布の染色と媒染の方法を学び、色見本帳を作成します。
第2課題では、身の周りにある布を調べ、リサーチシートにまとめます。2課題を通して身近な染料や生
活の中で触れている布について知り、人と染織との関わりについて考えることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】                                        　  　
1. 観察力　　　　　　　　　　　  　　
2. 作業の丁寧さ（正確さ、仕上げ） 　　　

【第2課題】
1. 観察力
2. 情報を収集する力
3. 情報を編集する力

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 第1課題：『染織演習（染）』

参考文献・URL

第1課題
『草木染染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
『続・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社　
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参考文献・URL

『続々・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社　
第2課題
『テキスタイル用語辞典』成田典子　テキスタイル・ツリー
『色名事典』清野恒助/島森功　新紀元社
『きものの染と織：織・染・柄・伝統工芸』石崎忠司　衣生活研究会
『染と織の鑑賞基礎知識』小笠原小枝　至文堂　
『はじめて学ぶ繊維』信州大学繊維学部　工業調査会
『繊維製品の事典』皆川基　色染社
『実用織編物の基礎知識』竹松茂　色染社
『わかりやすいテキスタイル商品企画』今須久榮　鳳山社
上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 色見本帳：植物染料15種以上（F4画用紙スケッチブック1冊にまとめること）※
スケッチブック表紙に課題提出用紙（本書末尾掲載）を貼付
2. レポート：「植物染料を染めて感じたこと」400字（任意のA4用紙）1枚
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】植物染料の色を知る
この課題では植物がどのような染料を含有しているか、植物を採集し、サンプル染します。採集（また
は購入）した染料を抽出、染色、媒染するそれぞれの工程で、色や臭いなどよく観察しながら作業して
ください。染色したサンプル布はF4スケッチブックに植物染料15種以上貼付し、色見本帳として仕上
げてください。できるだけ数多くの染色データをとり、提出分は発色のよいものを選び1冊にまとめて
ください。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1【 リサーチシート】8件、【提出用表紙】1枚
※A4クリアファイルに1ページずつ入れること
※ファイルの表紙に課題提出用紙（本書末尾掲載）を貼付
2. レポート800字以上1200字以内（任意のA4用紙）
※原稿用紙：縦書き、ワープロ使用：横書き（文末に文字数記入）
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品を添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

課題の内容

【第2課題】テキスタイルリサーチ
私達は生まれてすぐに布にくるまれてから生きている間、ずっと布に囲まれて生活しています。多種多
様な布を観察することによって、皆さんの身近にある布を再発見し、自らどのような布に興味を持って
いるのかを明らかにしてもらいたいと思います。
8枚の布を集めてよく観察し、1枚ごとにリサーチ結果を【リサーチシート】の書式にしたがって書き入
れます。8枚の布の調査ができたら、その8枚の布のコレクションに対しての題名を決めて【提出用表
紙】に書き【リサーチシート】をファイルします。
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染織演習Ⅰ－2
科目コード： 65613TW

1年次～配当年次

2単位数

無
※新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）梅崎由起子*、（第1課題）石股昭、井手本貴子、（第2課題）石塚広、
梅崎由起子担当者

科目概要と到達目標

第1課題［描写－植物を描く］と第2課題［絞り染小作品］の2課題を制作します。
第1課題では、植物をじっくり見て描くことを通して身近にあるものの美しさを知り、日々描く習慣を
つけることが目標です。第2課題では、絹の布を絞って植物染料で染めることにより、絞り染独特の面
白さを生かして作品に仕上げることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. じっくりモチーフ（植物）を観察できているか　　　
2. 時間をかけて観察したことをしっかりと線描で表わせているか　　　　　　　　　　　　　　　
3. 課された量に集中力をもって学習できたか
4. 課題に気力をもって積極的に取り組めたか

【第2課題】
1. 作品評価
2. 制作意図は表現されたか
3. 作業過程は計画的に進められたか
4. 仕上げは丁寧か

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。

本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 第2課題：『染織演習（染）』

参考文献・URL

第2課題：『草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
第2課題：『続・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
第2課題：『続々・草木染 染料植物図鑑』 山崎青樹 美術出版社
※上記参考文献は、芸術文化情報センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. F6クロッキー帳　※植物の描写（写生）をしたもの
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】描写―植物を描く
クロッキー帳に鉛筆を用いて植物の描写（写生）を20ページ描きます。「形の学習」として、目に写る
ものの形を紙面に描くという方法は大変有効です。ここでは線描き（線描）で植物の描写（写生）をし
て形を見つめる学習をします。まず、身近にある植物（季節の草花、畑に育っている作物、野山の雑草
など、できれば花壇や畑などで生息している状態の植物）を描くために、現場へ出向きましょう。それ
が難しい場合には、切り花ではなく、できれば鉢植えの植物をモチーフにしてください。植物の構造や
骨組を踏まえながら、葉や花の輪郭をよく見つめ描いてください。色の違いや濃淡は、あまりこだわら
ないでください。1ページの写生にじっくり時間をかけて、その形が的確なものになるように描き込ん
でください。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 絞り染小作品（16×22cm）2点
※台紙（B3画用紙（または四ツ切））に配置、中表二つ折り
※台紙の表紙に課題提出用紙を貼付（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制
作の進め方」または、シラバスの末尾をご参照ください。)
※染料データ表を記入し、制作意図と制作プロセス（150字以内）を作品下の余白
に記入
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

課題の内容

【第2課題】絞り染めの小作品
天然染料で絞り技法の小作品を制作します。この課題では着物や暖簾のように具体的な用途が想定され
ていませんので、作品制作が始めての方は戸惑い、難しい面もあるかと思います。制作に取り掛かる前
に、何を表現するのか制作意図を明確にしてから作業にかかることが大切です。工芸作品は単に絵を描
くように制作するのではなく、工芸ならではの表現をすることが必要です。天然染料は合成染料と異な
り、一つの染料でも媒染剤を変えれば異なる発色をしますし、他の染料や媒染剤の組み合わせ、順番を
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かえるだけで思わぬ効果、表現が期待できます。また、絞り染は防染の手段に糸や紐、棒を使いますが
アイデアや工夫次第では身近にある物（例えばホームセンターなどで手に入る物）を使い防染しても思
わぬ表現効果が生まれることがあります。作品ですので、絞りや天然染料のサンプル染めに終わること
なく、画面作りに時間をかけ、見る人に制作の意図が伝わる作品作りを目指します。
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染織演習Ⅱ－1
科目コード： 65614TW

2年次～配当年次

2単位数

「染織演習Ⅰ－1」「染織演習Ⅰ－2」を合格済みであること
※新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）久田多恵*、（第1課題）栗原知枝、（第2課題）川野美帆担当者

科目概要と到達目標

第1課題［幾何形態のステンシル］と第2課題［連続するプリント図案］の2課題を制作します。
第1課題では、幾何形態の構成と、型紙を彫って色を挿す孔版のしくみを学びます。
第2課題では、パターンの構成を考えることによりプリント柄のしくみを学びます。
2課題を通して版を用いた染色方法やデザインを知ることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. 文様の構成 　　　
2. 色の選択 　　　　
3. 作業の美しさ 　　
4. 発想

【第2課題】
1. オリジナリティーがあるか（スケッチから生まれる柄に面白みがあるか）
2. 正確にリピートがつけられているか
3. 連続パターンとして色や形にリズムがあるか
4. 仕事が丁寧であるか（ムラやはみ出しが無い）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』
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参考文献・URL 無

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. 影・日向の作品（A4：210mm×297mm）2点
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】「染」幾何形態のステンシル
型染の基本的な作業（模様作り、型彫り）とステンシルを行います。ステンシルとは型紙を孔版として
使用することにより、ダイレクトに模様を刷り込んで染め付ける技法です。幾何形態をモチーフとして
影（かげ）と日向（ひなた）の2種類の文様を作り、2種の型紙ができたらステンシルで画用紙を染めま
す。ステンシルの作業をしながら型紙の特質を把握していきます。いろいろな幾何形態を組み合わせ、
イメージ通りの画面に仕上げてください。
※影、日向は雰囲気の違うものにすること。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. プリント図案（A4ケント紙）1点
※台紙（B4画用紙）に配置、図案下に課題提出用紙を貼付（airUシラバス「テキス
ト・教材学習」の「制作の進め方」または、シラバスの末尾をご参照ください。）
2. 制作意図（作品制作中に感じたこと、考えたことを任意のA4用紙にまとめて添
えること）
※学籍番号、氏名、科目名、課題名を明記
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第2課題】連続するプリント図案
今までのスケッチからパターンをおこし、実際に連続させることができるリピート（送り）のある図案
を作成します。
図案：A4サイズ297mm×210mm／四方送り／色数３色まで／べタ塗表現　
日頃、目にするプリント柄は多くの場合、基本単位となる図案をくりかえし、何100m、何1000mという
長さで染め上げられています。もちろん用途があれば、それ以上無限に染めることができます。ここで
は、そうした無限に広がるパターン世界の図案作成を学習します。
テキスタイルの面白さは、描かれたモチーフがたとえ奇抜なものであっても、柄の大きさや色使いに
よっては平凡に見えたり、またその逆もあり、色と図が面白い関係性を結べた時、テキスタイルがより
いきいきとしてきます。自身で考案するプリントパターンですから、市販品にはないオリジナルパター
ン作りにチャレンジしてください。図案があれば、その後シルクスクリーンでプリントすることも可能
です。
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染織演習Ⅱ－2
科目コード： 65615TW

2年次～配当年次

2単位数

「染織演習Ⅰ－1」「染織演習Ⅰ－2」を合格済みであること
※新カリキュラム科目のため、旧カリキュラム（2013年度以前の入学生）の方は履修できま
せん。

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題）小枝繁昭、英ゆう、箱嶋泰美、酒巻洋一、（第1課題・第2課題）久田多恵*担当者

科目概要と到達目標

第1課題と第2課題の2課題を制作します。
第1課題ではモチーフ（花）から抽出した線と色を用いて与えられた画面上での構成美を探求します。
第2課題では緯糸（よこいと）の一部を括って防染する緯絣（よこがすり）の布を木枠機で織ります。
2課題を通して身近な自然の中から造形に必要な要素を抽出する力、技法から導き出されるデザインに
ついて理解することが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. モチーフと対峙し線を抽出する力
2. モチーフと対峙し色を抽出する力
3. 両者を用い画面を構成する総合力
4. 作業の美しさ

【第2課題】
1. 課題内容の理解度（絣の防染、染色、織）
2. 作業の丁寧さ
3. 創意工夫が見られるか（自由課題部分のデザイン）

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 第1課題：『カラーコーディネーター入門 色彩 改訂増補版』大井義雄・川崎秀昭
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テキスト
日本色研事業株式会社
第2課題：『染織演習（織）』

参考文献・URL

第1課題：『色彩論』ヨハネス・イッテン 美術出版社
第1課題:『日本の色辞典』吉岡幸雄　紫紅社　
第2課題：『絣』福井貞子　法政大学出版局
第2課題:『Ikat II』Lydia Van Gelder　Unicorn Books & Crafts
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1.課題A：花-1より制作した色彩構成　用紙B4ケント紙（257×364mm）1点
2.課題B：花-2より制作した色彩構成　用紙B4ケント紙（257×364mm）1点
※ 提出物1、2は裏面右上に課題提出用紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」
の「資料編・教材申込書」をご参照ください。または、シラバス巻末【資料編・教
材申込書】をご参照ください。）を貼付。中表に2作品を重ね、間に保護用の薄紙
などをはさんで提出
5.添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
6.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

再提出物
（一括送付）

1.再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2.再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を
記入）
3.前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4.返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

課題の内容

【第1課題】花からの色彩構成
花を深く観察し、植物の中に潜む魅力的な曲線（5本）と色（7色）をそれぞれ抽出する。抽出した曲線
と色を組み合わせ指定の画面を構成する。（課題A・課題Bはそれぞれ異なった品種の花をモチーフとす
る。）
あくまでも、ここで抽出する曲線と色は画面構成に用いる為の素材です。花の形や色を画面上に再現す
ることが目的ではありません。あなた以外の人が作品を見た時にモチーフとして用いた花が何であるか
が、具体的に解らないようにして下さい。
本課題は、身近な自然の中から造形に必要な要素を抽出する手法を学ぶことが目的です。この手法は、
日本文化の中で脈々と受け継がれ育まれ、多くの魅力的な作品を生み出してきました。創り手の力だけ
で線や色を生み出すのではなく、花との共存の中から美を見つけ出そうとする試みです。しっかりと花
と向き合い、時間を共有する中から作品を生み出すことを心がけましょう。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1. 緯絣作品（幅18cm前後×長さ36cm前後）
※作品表面の左上に課題提出用紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作
の進め方」をご参照ください。または、シラバスの末尾をご参照ください。）を
ホッチキスでとめること
※作品はA4クリアフォルダー（学籍番号、氏名を明記）に入れること
2. 作品レポート（任意のA4用紙・ヨコ書き）：1枚
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）
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課題の内容

【第2課題】緯絣
「絣」は、糸の段階で染め分けを行います。この課題では緯糸の一部を括って防染する方法を学び、緯
絣作品を木枠機で織ります。基本的な手順を追いながら、技法の特質を習得します。

学習のポイン
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染織演習III-1
科目コード： 65616TW

3年次～配当年次

2単位数

（新）
「染織演習Ⅱ－1」「染織演習Ⅱ－2」を合格済みであること
（旧）
染クラスは「染織演習Ⅰ－1（染）」「染織演習Ⅰ－2（染）」を合格済みであること
※「染織演習Ⅱ－1（染）」「染織演習Ⅱ－2（染）」を合格済みであることが望ましい
織クラスは「染織演習Ⅰ－3（織）」「染織演習Ⅰ－4（織）」を合格済みであること
※「染織演習Ⅱ－3（織）」「染織演習Ⅱ－4（織）」を合格済みであることが望ましい

履修の前提条件

提出順序の制約なし（ただし、第1 課題合格後第2課題提出が望ましい）履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）久田多恵*、梅崎由起子、（第1課題）舘正明、木内小織、（第2課題）
石塚広、兼先恵子、村山順子担当者

科目概要と到達目標

第1課題［下図を描く］と第2課題［自由作品］の2課題を制作します。
第1課題では、スケッチから下図へと昇華させるプロセスを学びます。スケッチでモチーフのかたちを
つかみ、アイデアスケッチで多様な構図を試み、最終的に下図にて大画面の構図を練ります。このよう
な三段階のプロセスを踏むことで、よく練られた下図を導き出すことが目標です。
第2課題では、これまでに学んできた染織技法を使った作品制作を行います。自分のイメージが適切に
表現できるように、手順を考えながら制作していきます。素材、技法、題材を選ぶところから完成まで
すべて自分の手で行うことが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. スケッチは十分行われたか 　　　　　
2. 視点を変えてのスケッチはなされたか　 　
3. 構図は適切か　　　　　　　　　　　 　
4. モチーフは生かされているか　　　　　　

【第2課題】
1. 技術・素材はイメージに合っているか
2. 草稿は練られているか
3. 仕事は丁寧か
4. 仕上げは美しいか
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以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』、『染織演習（織）』

参考文献・URL
第２課題『図解 染織技術辞典』理工学社（織物の糸の太さについて）
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを作品送付用大型封筒に入れて一括送付
1. スケッチ 10枚（F6またはB4サイズのクロッキー用スケッチブック（紙の薄いも
の）を使用）
2. アイデアスケッチ　3枚（A4サイズ）
3. 下図（白黒）1枚（90×130cm）
4. 制作レポート（任意のA4用紙）2枚以内
内容：制作意図100～200字程度、モチーフの写真を1～2枚、制作過程の写真を2～3
枚貼ること ※提出物1、2、4は表面右上に直接、学籍番号、氏名を記入　※提出物
3は裏面右上に課題提出用紙*を貼付
5. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
6. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）※ 1～6の提出物を
すべてA3サイズクリアフォルダー（課題提出用紙*を貼付）に入れること（下図は
折りたたんで入れること）
*課題提出用紙については、airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教
材申込書」をご参照ください。または、シラバス末尾をご参照ください。

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
※初回提出物と再提出物を分けてクリアフォルダーに入れ、同封してください
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品を添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】下図を描く
動物または植物をモチーフにしたスケッチを10枚、スケッチから発展させたアイデアスケッチを3枚、
アイデアスケッチの中から選んだ1枚を大画面に描き直した下図を1枚、制作意図、モチーフや制作工程
の写真を記入した制作レポートを1部制作してください。
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学習のポイント

■制作の参考作例について
airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」をご参照ください。または、シラバスの該当
科目のページをご参照ください。

作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものを指定の提出用箱に入れて一括送付
1. 壁面展示の平面作品（40×90cm以上～90×180cm）※作品表面右上に課題提出用
紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」をご参照ください。
または、シラバスの該当科目ページをご参照ください。）を貼付
2. 制作レポート（任意のA4用紙）2～3枚
①作品題名
②サイズ
③制作意図（100～200字程度）
④使用素材
上記①～④を任意のA4用紙1枚にまとめる。
⑤技法および制作方法の詳細、制作過程の写真を4～5枚貼付（草稿および途中、制
作の様子、壁面に展示された完成写真を含むこと）任意のA4用紙1～2枚にまとめる
　※レポート表面右上に課題提出用紙（airUシラバス「テキスト・教材学習」の
「制作の進め方」をご参照ください。または、シラバスの該当科目ページをご参照
ください。）を貼付　※レポートの書式は自由、上記の項目番号を明記すること
3. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
4. 作品返却用宅配便着払い伝票（氏名・住所・電話番号を明記）※「指定の提出
用箱」と梱包について（事前にお申込みください。）
指定の紙筒(*1)に提出物1を皺にならないように巻き、指定の箱(*2)に入れてくだ
さい。提出物2、3、4は、課題提出用紙(*3)を貼付したクリアフォルダーに入れて
同封してください。*1～*3：airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教
材申込書」をご参照ください。または、シラバス末尾をご参照ください。

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
※初回提出物と再提出物を分けてクリアフォルダーに入れ、同封してください
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品を添える
4. 作品返却用宅配便着払い伝票（氏名・住所・電話番号を明記）

課題の内容

【第2課題】自由作品
この課題では、今まで学習した基本的な技法を使って制作します。つまり1～3年次に習得した技法を用
い、自分でテーマを考え作品を作り上げるという課題です。最もベーシックな技法を使い、自分の考え
を表現していきましょう。
第1課題［下図を描く］で作成した下図を基にしてもよいし、まったく別のモチーフやアイデアで制作
しても構いません。基本的には今現在「卒業制作」で取り組みたいと考えている技法で制作してくださ
い。
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染織演習III-2
科目コード： 65617TW

3年次～配当年次

2単位数

（新）
「染織演習Ⅱ－1」「染織演習Ⅱ－2」を合格済みであること

（旧）
染クラスは「染織演習Ⅰ－1（染）」「染織演習Ⅰ－2（染）」を合格済みであること※「染
織演習Ⅱ－1（染）」「染織演習Ⅱ－2（染）」を合格済みであることが望ましい
織クラスは「染織演習Ⅰ－3（織）」「染織演習Ⅰ－4（織）」を合格済みであること※「染
織演習Ⅱ－3（織）」「染織演習Ⅱ－4（織）」を合格済みであることが望ましい

履修の前提条件

提出順序の制約なし履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

【4/20締切分】04/11～04/20、【5/20締切分】05/11～05/20、
【7/20締切分】07/11～07/20、【8/20締切分】08/11～08/20、
【10/21締切分】10/11～10/21、【11/20締切分】11/11～11/20、
【1/20締切分】01/11～01/20、【2/20締切分】02/11～02/20
郵送・窓口での提出は締切日必着。

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）久田多恵*、（第1課題）新田恭子、（第2課題）板垣順平担当者

科目概要と到達目標

第1課題［立体小作品］と第2課題［染織産地研究］の2課題に取り組みます。
多様な染織の世界を知り、自分の興味や視野を広げることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題】
1. 作品構想段階での取り組み（エスキース、作品解説など） 　　　　　　　　　
2. 作品表現に合った技法・素材を用いているか 　
3. 立体作品としての完成度
4. 作品のプレゼンテーション

【第2課題】
1. 着眼点・調査する力
2. 現状を認識する力
3. 問題点を把握し、分析する力
4. 自分の考えを伝える力

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価は全課題の総合評価となります。
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テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』、『染織演習（織）』

参考文献・URL
第1課題：『バスケタリーの定式』関島寿子 住まいの図書館出版局
※上記参考文献は、芸術情報文化センター（本学図書館）にあります

作品第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

初回提出物（以下のものを立体作品提出用箱*に入れて一括送付）
1. 立体小作品（20cm×20cm×20cmの範囲をこえてはならず、かつ3辺の合計が45cm
以上であること）
作品に課題提出用紙（※）を貼付
2.「作品解説用紙」（airUシラバス「テキスト・教材学習」の「制作の進め方」か
らA4用紙に出力、またはシラバス当該科目の「制作の進め方」から出力し使用して
ください。）
3. エスキース　3枚まで（任意のA4用紙に立体小作品制作のための下絵を描く）
4. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
5. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）
※airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」または、シラバ
ス末尾をご参照ください。

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品を添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

課題の内容

【第1課題】立体小作品
20cm×20cm×20cmの立方空間内（かつ、3辺の合計が45cm以上となるよう）に、ファイバーを主たる材
料に使用して、多方向から鑑賞することができる立体作品を制作します。コンパクトな大きさの中で、
表現の密度を上げてイメージや制作意図を明確に示し、作品全体からひとつの世界観を打ち出します。
これまで学んできたすべての技法、そして経験してきた様々な材料の中から、試作を通して制作者の表
現したいイメージや意図に合うものを選んで制作します。作品には提出と返却のための輸送に耐える強
度をもたせます。作品解説用紙に必要事項を書きこみ、作品の写真を貼り、作品構想時に描いたエス
キースと共に、作品に添えて提出します。
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作品第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

以下のものをレポート提出専用封筒に入れて一括送付
1.レポート（ 400字詰めヨコ書き　2000字程度）
※レポートと資料をA4サイズにそろえ、A4クリアファイルに1ページずつ入れるこ
と
※ファイルの表紙に課題提出用紙*を添付
2. 添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項を記入）
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

*airUシラバス「テキスト・教材学習」の「資料編・教材申込書」または、シラバ
ス巻末【資料編・教材申込書】をご参照ください。

再提出物
（一括送付）

1. 再制作した課題一式（添削指導評価書中に指示があればそれに従うこと）
2. 再提出用の添削指導評価書：（『学習ガイド』巻末書式をコピーし、必要事項
を記入）
3. 前回までのすべての添削指導評価書と前回までのすべての作品も添える
4. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）1枚

課題の内容

【第2課題】染織産地研究
この課題は、日本各地の伝統染織や現代のテキスタイル産業などの現場を実地に見学し、製作現場や産
地の現状、それに対する自分の考えを文章にまとめます。現地での、施設、企業、工房などの見学、可
能であれば染織に携わっている人の話を聞きレポートを作成します。
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染織演習IV
科目コード： 65618TX

4年次～配当年次

4単位数

卒業制作の着手が許可されていること。履修の前提条件

提出締切日を守って順次提出してください履修方法

郵送・窓口課題提出形態

2課題数

第1課題
【5/20締切分】05/11～05/20
第2課題
【11/20締切分】11/11～11/20

課題提出期間

無単位修得試験

（第1課題・第2課題）久田多恵*、梅崎由起子*、（第1課題）木内小織、舘正明、（第2課
題）平山由紀子、豊島淑子担当者

科目概要と到達目標

「卒業制作」は、4年間の集大成としての作品です。作品はスクーリングと自宅において制作します。
この課題は「卒業制作」の導入から完成まで、各自の制作の柱を打立てるために、また制作プロセスを
教員と共に確認していくために設定されています。今までに学習してきた素材や技法に関する知識を十
分に生かし、それぞれが設定したねらいにそって完成度を高めることが目標です。

評価基準と成績評価方法

【第1課題：卒業制作計画書】
1. 明確なテーマが設定されているか　　　　　　
2. 練られた計画であるか　　　　　　　　　　
3. 的確な素材と技法が選ばれているか

【第2課題：ポートフォリオ】
1. 全体のまとまり（編集方法）
2. 作品を生かせているか
3. 作品写真のクオリティー
4. キャプションの内容と字体（フォント）の選択

以上の評価観点を全体として満たしていることを合格の基準とします。
本科目の成績評価はスクーリング科目「卒業制作」との総合評価となります。

テキストと参考文献・URL

テキスト 『染織演習（染）』、『染織演習（織）』

参考文献・URL 無
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第1課題 課題コード：11

初回提出物
（一括送付）

以下のものを一括送付
1. 卒業制作計画書（任意のA4用紙6枚前後）※書式自由：項目番号①～⑭を明示、
1枚目の右上に氏名を明記し、左上をホッチキスで綴じる
●前半作品
①作品題名（仮でもよい）
②サイズと形態（タテ×ヨコ　平面、立体、着物など）
③制作意図（100～200字程度　前半で主に試したいことや明らかにしたいことを含
める）
④技法および制作方法の詳細
⑤使用素材、使用染料、サンプル添付
⑥前半の作業計画……①から⑥でA4用紙2枚程度
⑦完成予想図（着彩）……⑦でA4用紙1枚
●後半作品
⑧作品題名（前半と同じでもよい）
⑨サイズと形態（タテ×ヨコ　平面、立体、着物など）
⑩制作意図（100～200字程度）
⑪技法および制作方法の詳細
⑫使用素材、使用染料、サンプル添付
⑬後半作品完成までの作業計画……⑧から⑬でA4用紙2枚程度
⑭完成予想図（着彩）……⑭でA4用紙1枚
2. 添削指導評価書
3. 返送用宛名シール（返送先明記、返送できる金額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

再提出の機会なし

課題の内容

【第1課題】卒業制作計画書
卒業制作の年間計画書を作成します。制作は前半（4/20～8/25）と後半（10/12～2020/1/26）に分かれ
ていて、それぞれ1作品を完成させます（完成させるまでに試作が必要な場合があります）。前半と後
半のステップを踏むことによって主題に対する考えを深め、技法、素材などを推敲することを目標とし
てください。前後半の使い方として、前期制作作品と後期制作作品の両方を組み作品として卒業制作と
することもできます。作品の特徴に合わせて計画を立てましょう。
作品の案はいくつか（3案以上）考え、そのうちの1つに関しての計画書を作成してください。後半の制
作計画は、前半での結果から大きく変更する場合があります。結果として大きく変更することになって
もかまいません。今現在の年間計画を前後期に分けて具体的に記述してください。
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第2課題 課題コード：21

初回提出物
（一括送付）

1. ポートフォリオ（A4サイズ）見開きを2ページとして10ページ以上　上限なし
※作品の情報（作品名・制作年月日・素材・制作方法・サイズ等）を記入
※クリアファイルに入れて提出
2. 添削指導評価書
3. 返送用宛名シール（返送先明記、提出時と同額の切手貼付）

再提出物
（一括送付）

再提出の機会なし

課題の内容

【第2課題】ポートフォリオ
自分の作品をまとめたポートフォリオ（作品集）を作成します。A4サイズにレイアウトし、必要な情報
をいれて完成させます。作品写真は5点以上作成します。クリアファイルに入れて、完成させます。
「ポートフォリオ」：この課題では、自分の作品を本の体裁にまとめた作品集のことを指します。単な
る課題作品集ではなく、一人の作家として自分をアピールするためのポートフォリオを制作してくださ
い。また、情報の羅列ではなく情報の整理と人にプレゼンテーションするための見せ方と編集の方法を
学びます。今までの制作活動をよく見渡し自分のもつ情報を集め整理することで今後の制作活動の為の
方向性をさぐります。
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