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新学科のお知らせ

２年制／専門課程

ファッションクリエイティブ科

時代や社会とともに変化するファッション業界。

2年制カリキュラムでは服づくりの基礎から、ショップ運営やブランド開発などの

企画・経営まで学び、幅広い職業に対応する能力を身につけます。

フ ァ ッ シ ョ ン を 創 り 出 す ２ 年 間 。

フ ァ ッ シ ョ ン の 世 界 で 活 躍 す る プ ロ を め ざ そ う ! !
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　時代や社会とともに変化するファッショ
ン業界。２年制カリキュラムでは服づくり
の基礎から、ショップ運営やブランド開発
などの企画・経営まで幅広く学びます。ク
リエイティブな発想を軸にデザインやビジ
ネス企画に携わる職業能力を習得し、希望
職種に向けて学習します。

FASHION CREATIVE  DEPARTMENT （学科紹介）
ファッションクリエイティブ科（２年制・専門課程）

テクニック＆ビジネス
基礎から学ぶ２年間

やろう、キミの大好きなことを。
中国デザイン専門学校は創立から約10 , 000名の卒業生を輩出してきました。

夢や希望に向かって突き進む、大好きなことならずっと頑張れる。
ファッションが大好きな人が入学し、大事なことを学んで卒業しています。

さあ、次はキミの未来に向かってはじめよう。

1年次 2年次専門基礎 応用・演習

1 年次ではファッション・アパレル業界に必
要な知識・技術を「ソーイング基礎」「パター
ンメーキング基礎科目」「ファッションビジネス
基礎科目」を通じて幅広く学びます。

２年次では身につけた技術を基に応用技術を学び
ます。ショップ実習やファッションショーなど実
践的なカリキュラムを受講します。希望の職業に
合わせて独自の技術を伸ばします。

●ベーシックデザイン
●ファッション造形

●パターンメーキングゼミ
●ファッションビジネス検定など

【主なカリキュラム】
●デザイン画表現
●ファッションゼミ

●パターンゼミ・工業パターン
●ファッションデジタル

【主なカリキュラム】

２年制学科＆３年制学科比較チャート

１年次

ファッションクリエイティブ科

ファッションデザイン科
ファッションデザイン専攻
デ ニ ム ジ ー ン ズ 専攻
衣装・コスチューム専攻
ファッショングッズ専攻

２年次
専 門 基 礎 演 習・応 用

３年次
実 践
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２年制

【文部科学大臣認定 職業実践専門課程学科】

※２年制学科では専攻はありません

２年間の学習・カリキュラムの流れ

※希望者は３年制学科へ編入可能

本校

3年制
本校



ファッションショーや展覧会など、
豊富な経験ができる !!
ショーや展覧会では、学生自身が企
画から制作、演出までの全てを試行
錯誤しながら作り上げていく中で、
多くのことを学びます。才能を開花
させる大切な場所です。

インターンシップ制度による
プロフェッショナルの現場を経験 !!

卒業までに企業インターンシップを
実施します。現場のプロよりさまざ
まなことを学び、また社会性を身に
つけ、ビジネスマナーも習得します。

3年制「ファッションデザイン科」
への編入ができます !!
2019 年度 4月より 3年制学科の新
しい専攻「衣装・コスチューム専攻」、
「ファッショングッズ専攻」がスター
ト。２年制学科から３年制学科への
編入も可能です。

時間割例（ファッションクリエイティブ科）

取得目標資格・検定

※時間割参考（例）

１時限 ／ 9：30～10：20

10：30～11：20

11：30～12：20

13：10～14：00

14：10～15：00

15：10～16：00

16：10～17：00

２時限 ／

３時限 ／

４時限 ／

５時限 ／

６時限 ／

７時限 ／

月 火 水 木 金

工業パターン

パターンゼミⅢ
（パターンメーキング技術検定対応）

（オリジナルデザイン企画＆縫製）

（各種美容検定対応）

（デザイン表現＆素材表現等）

（ヘアメイク表現＆美容技術対応）

（AGMSオペレーション） （グラフィックデザイン）（インターンシップ）
（パターンメーキング技術検定対応）

（ファッションビジネス能力検定対応）

ヘア・メイク・ネイルⅢ
ファッションゼミⅠ

美容検定Ⅰ

デザイン画表現Ⅱ

ファッションデジタルⅡ ファッションビジネス検定ⅡアパレルCADⅡライフデザイン③

■ベーシックデザイン（色彩）
■ファッション造形Ⅰa ・Ⅰb
■ファッション造形Ⅱ
■パターンゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
■工業パターン
■アパレルCADⅠ・Ⅱ・Ⅲ
■デザイン画表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
■ファッションデジタルⅠ・Ⅱ・Ⅲ
■ファッションゼミⅠ・Ⅱ
■ファッションビジネス検定Ⅰ・Ⅱ
■ヘアメイクネイルⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
■美容検定Ⅰ・Ⅱ
■進級制作
■卒業制作

※その他基礎科目があります。

【主なカリキュラム】1年次～2年次

○ファッションビジネス能力検定
○ファッション販売能力検定

AGMSハイパーパターンメーキング（CAD）のオペレーショ
ンを学びます。平面製図完成後ファイル出力・プロッター
出力まで必要な実践力を身につけながら、マーキング・グ
レーディングなどの複合機能を活用できるようになります。

企画、流通、マーケティングなどファッションビジネスや
繊維産業に関わる基礎知識を習得します。またファッショ
ンビジネス能力検定、ファッション販売能力検に対応のた
め検定取得を目指すことができます。

デザイン企画に加え、コーディネート能力を広げるために、
基礎ヘアメイクから美容関係に関わる知識を習得します。
自らがデザインした衣装に合わせたヘアメイクの提案も行
なうことができるようになります。

『デザイン×社会』を学ぶ
産学連携実践的職業教育活動

 本校では企業や地域から仕事の依
頼を受け、イベント企画、デザイン
制作、ショーへの協力など、在校生
が中心になって活動する新インター
ンシップ制度を実施しています。

CASE #01

◎依頼企業：八木景子デザインワークス
◎期間：2015年4月～11月

◎依頼企業：晴れの国おかやま 観光キャラバン隊
◎期間：2018年4月～7月

学科のポイント！ そ
の１

学科のポイント！ そ
の 2

学科のポイント！ そ
の 3

産学協同の取り組み

　イオンモール岡山５F「おかや
ま未来ホール」にて開催された
舞台「ローリング・ストーン」。
この中の舞台衣装を本校ファッ
ションデザイン科の学生が手掛
けました。クライアントとのデ
ザイン企画から縫製、フィッティ
ングまでを行い実践的なデザイ
ン制作を通じて多くのことが学
べました。

　岡山県の公式マスコット「ももっち」
「うらっち」、そして桃太郎女子「りおっ
ち」が、岡山県の魅力を伝えるために
活動している観光ＰＲチーム「おかや
ま観光キャラバン隊」の公式衣装をデ
ザイン＆制作しました。岡山県の代表
的な果物である「桃」「ぶどう」をデザ
インポイントに女の子らしい可愛い衣
装へ。デザイン出しからパターンメー
キング、縫製、装飾仕上げまでファッ
ションデザイン科の学生が中心となっ
て制作いたしました。

「ローリング・ストーン～岡山芸術祭～舞台衣装制作」
CASE #03
「晴れの国おかやま観光キャラバン隊 衣装デザイン＆制作」

CASE #02

◎依頼企業：株式会社ステラテジー
◎期間：2015年5月

コンセプトが岡山で頑張る女性
を応援するアイドル衣装制作。
アイドルグループのコンセプト、
ファン層の好み、個々のキャラ
クターに合わせたデザインを提
案しました。今回の制作ではダ
ンスの動きに耐えれる運動機能
性を重視したモノ作りを学びま
した。

「岡山ご当地アイドル「ハニーブランチ」衣装制作」

アパレルCAD ファッションビジネス検定 ヘア・メイク・ネイル

○色彩士検定
○ビジネス能力検定

○パターンメーキング技術検定
○メイクアップ技術検定

実習・授業紹介



〒700-0842 岡山県岡山市北区船頭町12　MAIL: info-c@cdc-de.ac.jp

 0120.979.791

　元々デザインやパターンに興味が
ありました。学校に企画職での求人
募集があり、会社見学での雰囲気に
惹かれすぐに面接してもらい、今の
会社に入りました。企画では商品サ
ンプルの作成などを手伝っており、
現在は営業を勉強中。新製品のサン
プルのパンツを何本もお試しで履け
るのはワクワクするし楽しみです。
　学生の頃はファッションショーや
コンテストで発表する自分の作った
服を通して、まるで自分という人間を
見られているような気持ちでした。頭
で考えているものを形にすることの
難しさは今も同じですが、学校で服
作りを学び「自分で服が作れるよう
になった」ということは、今とても役
立っていると思います。
　ショップのお客様や取引先の相手
など、お客様とのコミュニケーション
は毎回勉強ですが、何を求められて
いるのかを実感する場でもあります。
ものづくりの仕事を目指すなら、人の
意見を聞き、そして自分の好きなこと
をしてください。

稲川 和至 さん （岡山市立岡山後楽館高等学校出身）

株式会社ベティスミス
営業・企画

平成27年度卒業
ファッションデザインコース
（現：ファションデザイン専攻）

[ 15 ]    Chugoku Design College 2018

　新卒で入社し、現在は婦人パジャマの企画をし
ています。紙で見るデザイン画と実際の製品では
印象がガラリと変わることもあり、いいものが出来
上がった時はとてもワクワクします。デザインはイ
ラストレーターというソフトを使って絵型や柄を入
れるのですが、学校で学んでいたおかげで基本的
な操作には困らなかったです。今は製品を作る中
国工場とのやりとりが多く、「色を直してほしい」な
どの要望を簡潔に伝える難しさを感じています。
　学生時代で一番印象的なのはファッション
ショー。モデルとしてランウェイも歩いたので、
色々な服を着させてもらえたことがとても楽しかっ
たです。仕事で服を作っていてもファッション
ショーをすることはないので、学校にいたからでき
たことだったと思います。
　縫製やパターンを引くことが苦手でしたが、諦め
ず続けて今アパレルデザイナーとして仕事ができ
ています。好きなことを諦めず頑張ってください。

杉本 朋香 さん （岡山県立備前緑陽高等学校出身）

株式会社カイタックファミリー
婦人・子供ナイティー営業部 婦人ナイティー部 量販店課

平成24年度卒業
ファッションデザインコース
（現：ファションデザイン専攻）

卒業生の今 ※ファッションデザイン科卒業生



2019年度入学生募集要項　服飾専門課程 ファッションクリエイティブ科（2年制）

2019年4月 開設準備中

課程／学科／定員

服飾専門課程 ファッションクリエイティブ科／20名

修業年限 備考

専門課程
2年

2019年度の募集学科（2年制）は以下の通りです。　※全学科・男女　※入学時期：4月

募集学科

募集学科 ／ 入学願書受付期間および選考日

入学願書受付期間および選考日

AO選考（A日程）
AO選考（B日程)・AO特待生選考

AO選考（C日程）

 10月 1日㈪ ～ 10月 9日㈫

 6月 1日㈮ ～ 7月 13日㈮

 7月 17日㈫ ～ 8月 7日㈫

 8月 8日㈬ ～ 9月 7日㈮

10月13日㈯

7月21日㈯

8月17日㈮

9月15日㈯

選考種別期 受付期間 試験日 併願

推薦選考／一般選考第1期

AO

 10月 15日㈪ ～ 10月 22日㈪ 10月27日㈯特待生選考／推薦選考／一般選考第2期

 10月 29日㈪ ～ 11月 5日㈪ 11月10日㈯推薦選考／一般選考第3期

 11月 19日㈪ ～ 12月 3日㈪ 12月  8日㈯一般選考第4期

 1月 8日㈫ ～ 1月 15日㈫ 　1月19日㈯一般選考第5期

 1月 28日㈪ ～ 2月 8日㈮ 　2月16日㈯一般選考第6期

 2月 14日㈭ ～ 2月 21日㈭ 　2月27日㈬一般選考第7期

 2月 28日㈭ ～ 3月 6日㈬ 　3月12日㈫一般選考第8期

2019年

2019年

2019年

2019年

2019年

2019年

2019年

2019年

その他 AO入試・入学選考・入学願書等に関しては 2019 年度入学生募集要項をご覧ください。



2019年度入学生募集要項　服飾専門課程 ファッションクリエイティブ科（2年制）

2019年4月 開設準備中

200,000円

300,000円

100,000円

600,000円

300,000円

900,000円

12月中旬まで
1月末まで
2月末まで
3月末まで

（金額は2019年度見込）

AO・AO特待・第1・2・3期
第4期
第5期
第6・7・8期

………
………………………………
………………………………

………………………

（2年次は年間 78,000円）

注1）納入された学納金は、理由の如何を問わず返還いたしません。
　　（ただし、一般選考合格者が3月29日までに辞退届を提出した場合は、入学金を除いた学納金は返還します。
　　その他の費用は、入学されなければ返還します。）
注2）経済界の変動により、学納金は変更することがあります。学納金改定の場合は、在校生にも適用します。

【上記以外の費用】
教材・教具、PC、ソフトウェア代などは別途かかります。
○教材費（教具・教科書等）…入学時の教材購入費は学科により異なりますが、7万円～10万円程度必要です。入学後に購入していただきます。
○クラス費…授業単位で必要な費用は、各クラスでまとめて集めます。年額4万円程度で、入学後に納入となります。
○その他…入学後にノートパソコン（約15万円）を購入していただきます。詳しくは入学時オリエンテーションで説明いたします。
 　　　 （仕様・サービスの変更に伴い、価格が変動する場合があります）

【その他費用】
○海外研修旅行積立（積立総額24万円）…2年次に、授業の一環として海外研修を実施します。参加費用は6万円ずつ年2回、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　学納金納入時にあわせた積立制をとっています。 

【編入学について】
○2年制学科へ編入することが可能です。（編入規定あり）

費　目 納入期限・備考
金　額

修業年限２年

入学金（※1）

前期 授業料

設備費

前期 合計

後期 授業料

初年度学納金合計

合格後2週間以内、併願者は指定の期日までに納入すること。

8月下旬までに納入（入学後）

（2年次は年間 700,000円）

50,000円

　45,000円

　20,000円

　 8,000円

　 10,000円

  10,000円

  143,000円

費　目
金　額

修業年限２年

実習費（年額）

体育実習費

1年研修費

学友会費（年額）

教育助成会費（年額）

安全管理費（年額）

その他の費用合計

1年次（2年次は希望者のみ）

1年次のみ

学園祭、球技大会等の学生行事の運営費

保護者会会費

学生保険料など在学中の事故への備え

3月末までに納入

備　考納入期限

学納金 ／ その他の費用

※1）親族入学金優遇制度：両親・祖父母・兄弟姉妹が本校卒業生または在校生である場合、入学金について以下の金額を免除します。
　　祖父母：4万円、両親いずれか：6万円、両親とも：8万円、兄弟姉妹：10万円　　※1年制・3年制は別途規定あり

学納金

（金額は2019年度見込）その他の費用

その他 AO入試・入学選考・入学願書等に関しては 2019 年度入学生募集要項をご覧ください。


