学 院 のあゆみ

since1941

1941

2月12日

1945

４月1日 兵庫県認可

1947

5月1日

校舎増築落成

1949

3月26日

財団法人認可

1950

認可
12月18日 私立学校法により学校法人に組織変更。

1956

3月8日

現在地において扇港洋裁女学院を創立

学校法人、
神戸文化服装学院と校名変更、
同時に東京・文化服装学院連鎖校となる

1977

2月28日

学校教育法改正、
専修学校法制化により専修学校に
昇格
校名を専門学校

神戸文化服装学院と改称

1994

6月21日

文部科学省より専門士称号付与校となる

2009

4月1日

学科を改編し、
上級学科を技術専攻科Ⅰ
（１年制）
と
技術専攻科Ⅱ
（２年制）
の２学科とする

2012

4月1日

技術専攻科Ⅱをファッション研究科と改め、
ニーズに促
する高度な技術と知識を学び社会で活躍できる
ファッションクリエイターの育成に取り組んでいます。

ファッションをリードする
文化の技術

本学院は創立70年の伝統に基づいた、
高度で最新の教育内容によって、
ファッション業界のスペシャリスト、
ファッション産業界のリ

ーダーとなるべき人材の育成に努めています。
そのために、
企画、
デザイン、パターン、縫製技術を中心とした多彩

なカリキュラムから成る授業をおひとり、おひとりの個性を尊重する少人数制で行っています。

東京の文化服装学院の兵庫県唯一の連鎖校である本校は、教授面では文化服装学院と絶えず交流をはかり、テ
キスト、
用具など多くは、
同一のものを使用して、
ファッション都市神戸の連鎖校としての指導をおこなっています。
文部科学大臣告示により高等教育の新しい称号である
「専門士」
（服飾技術専門課程）
が２年制の学科に授与されます。

学費はリーズナブルで、安心な月謝制ですから、一度に多額の金額を納めて頂く必要はありません。
ま
本学院は日本ファッション教育振興協会の認定校ですので、
在校生は洋裁技術検定の実技試験が免除されます。

た在学中にファッションビジネス検定試験及びパターンメイキング検定試験、
ファッション販売検定
試験、
ファッション色彩検定試験等の受験のための指導を行います。
交通費の負担が軽減される特典があり、
JR・私鉄・市バス・地下鉄などの学生定期や学生割引の交付が行われます。

地下鉄駅前という交通の便利な都心地である一方、神戸市立中央図書館や体育館、文化ホールなどのおかれた緑豊
また三宮、
ハーバーランド、
旧居留地にも大変近く、
ファッションを勉強する上において
かな山の手の教育環境に位置しています。
絶好の立地条件です。

専

門

課

程
1年次

ファッション本科
（1年次・2年次）

■ファッションデザイン科目 ■ファッションテクニック科目 ■マテリアル科目 ■特別講師授業
ファッションプランニング

基礎製図

被服素材

デザイントレーニング

フラットパターン（Ⅰ）

品質管理

ファッションデザイン画

洋裁技術検定対策
（選択）

アパレル商品知識

色彩学

基礎縫い、部分縫い

デザイン基礎

服装造形ソーイング実習

ファッションウエアー知識

服飾手芸

■ファッションデザイン科目

技術専攻科
（上級課程・1年制）

■校外授業
ファッション関連見学など

※履修科目が一部、2年次と入れ替わる場合があります。

マーキング

■ファッションビジネス科目

アパレルデザイン

グレーディング

ビジュアルマーチャンダイジング

ファッションイラスト

Ｉ
Ｔ
（ＣＡＤ実習）
（選択）

ファッション流通知識

■ファッションテクニック科目

パターンメーキング技術検定対策
（選択）
アパレル縫製理論

パターンメーキング理論

アパレル縫製実習

パターンメーキング作図

洋裁技術検定対策
（選択）

工業用パターンメーキング

ファッションプランニング

■校外授業
■ミラノ研修（希望者）
■卒業研究、
制作

立体裁断
ＴＲパターン
（コスチューム造形）

１年次

ファッション研究科
（上級課程・2年制）

■ファッションデザイン科目

■ファッションビジネス科目

ＴＲパターン
（コスチューム造形）

ファッションプランニング

アパレルデザイン

Ｉ
Ｔ
（ＣＡＤ実習）
（選択）

ビジュアルマーチャンダイジング

ファッションイラスト

■パターンメーキング科目
パターンメーキング理論

別

グレーディング

コスチュームデザイン

パターンメーキング技術検定対策
（選択）

■ファッションテクニック科目
服装造形理論

パターンメーキング作図

服装造形ソーイング実習

工業用パターンメーキング

オートクチュール縫製技術（Ⅰ）

マーキング

洋裁技術検定対策
（選択）

ファッション流通知識
トータルコーディネート

■特別講師講義
■校外授業
■ミラノ研修（選択）

科

服 飾 専 科

■ファッションソーイング
（初級から上級）
■ファッショングッズ
（アクセサリー、
手芸、
小物等）
■ファッションデザイン画（初級から上級）
■パターンメーキング
（初級から上級）
■立体裁断（初級から上級）

P. 1 0

2年次
■ファッションデザイン科目 ■ファッションテクニック科目 ■ファッションビジネス科目 ■特別講師授業
ファッションスタイリング

基礎製図

商品企画

ファッションデザイン画

フラットパターン（Ⅱ）

ファッションコーディネート

服装造形デザイン

立体裁断

ビジネスマナー

体型とデザイン

洋裁技術検定対策
（選択）

ファッション販売知識

流行分析

服装造形ソーイング実習

服装史

TRパターン
（コスチューム造形）

パターンメーキング技術検定対策
（選択）

■校外授業

ファッションデザイン

服装造形理論

ファッションイラスト

服装造形ソーイング実習

■ミラノ研修（希望者）

■ファッションテクニック科目
パターンメーキング理論

ファッション関連見学など

※履修科目が一部、1年次と入れ替わる場合があります。

ニット実習

■ファッションデザイン科目

■校外授業

P. 0 6 - 0 7

■卒業研究、
制作

オートクチュール縫製技術Ⅰ
服飾手芸
洋裁技術検定対策
（選択）

パターンメーキング作図
立体裁断
ＴＲパターン
（コスチューム造形）
Ｉ
Ｔ
（ＣＡＤ実習）
（選択）

P. 0 8

2年次
■ファッションデザイン科目

■パターンメーキング科目

■ファッションテクニック科目

ファッションデザイン科目

オリジナルパターン制作

コスチュームデザイン

立体裁断

高級素材縫製

クリエイティブデザイン

ＴＲパターン
（コスチューム造形）

オートクチュール縫製技術（Ⅱ）

オリジナルデザイン
メンズデザイン

特殊素材縫製

パターンメーキング技術検定対策
（選択）
Ｉ
Ｔ
（ＣＡＤ）
実習
（選択）

キッズデザイン

■特別講師講義
■卒業研究、
創作

※履修科目が一部、1年次と入れ替わる場合があります。

検定試験

希望者は学年や進度に合わせ、次のような各種試験を受ける事が可能です。
日本ファッション教育振興協会主催による
●

日本洋裁技術検定試験

●

ファッションビジネス能力検定試験

●

パターンメーキング技術検定試験

●

ファッション販売能力検定試験

●

ファッション色彩能力検定試験

全国服飾教育者連合会による
●

ファッションコーディネート色彩能力検定試験

日本商工連合会による
● 販売士資格試験
等

P. 0 9

初めて服飾を勉強される方のための、
やさしく解りやすい学科です。
本格的に技術をマスターするには基礎教育がしっかりしている事が大切です。
そのため少人数で解りやすい授業を行っています。
平面製図によるパターン制作や体型に合わせた補正、
色々な種類のミシンの使い方、
そして服作りの理論などを、
基本的なアイテムの制作実習を通して学びます。
１年間で学習するアイテムはブラウス、
スカート、
ワンピース、
子供服、
ツーピースなどです。
それによって、
デザインと機能性や着心地の関係を理解すると共に、
合理的な服作りへと発展させてゆきます。
また服飾デザインの基礎、
ファッションデザイン画、
アパレル素材の専門知識、
服装の歴史、
カラーコーディネート、
服飾手芸などについても学びます。

日本洋裁技術検定試験
ファッション販売能力検定試験

ファッションビジネス能力検定試験

ファッション色彩能力検定試験

応 用
1年次で修めた基礎技術や知識をもとに、
実践的な応用力を高める学習をします。
短大で被服やファッションデザインを学んだ方も編入できます。
ソーイング科目でのアイテムはシャツ、
パンツからスーツ、
コートなどの重衣料まで、
デザイン性を加えて制作します。
パターンの授業では、
平面による作図理論に立体裁断の理論とテクニックを合わせ、
パターン制作をより立体構成的なものにします。
また、
体型別の特性に合わせたデザインや機能性なども学習してゆきます。
一方、
デザインの発想とその表現力を養うために色彩、
造形などで感性を高め、
デザイン画で自在にオリジナルデザインを表現できるようにします。
さらに、
ファッションビジネスの仕組みやマナー、
販売知識を学び、
ビジュアルマップ制作、
ファッション関連グッズ制作を通して、
ファッション界で仕事をする為の準備をします。
卒業制作はフォーマルウエアー、
メンズ、
子供服などを自由に創作します。
卒業後はファッション販売スタッフ、
ソーイングスタッフ、
デザイナー、
パタンナー、
等へ就職、
または技術専攻科やファッション研究科へ進級します。

文部科学省認定「専門士」称号

日本洋裁技術検定試験

ファッションビジネス能力検定試験

パターンメーキング技術検定試験

ファッション色彩能力検定試験

ファッション販売能力検定試験

技術専攻科

〈１年制／上級課程〉
この科はファッション本科卒業生、
または専門学校、
短大、
大学の被服科、
ファッションデザイン科を
卒業生された方、
服飾技術経験者を対象とします。
この科では、
デザイン面では、
より洗練された自由な発想力と想像力を高め、
その表現テクニックを向上させる事を目標とします。
パターン面では、
より高度なパターンメーキング技術と立体裁断を実習します。
また工業用パターンを実習することにより、
既製服の生産システムを理解します。
希望者は「パターンメーキング技術検定試験」のための指導を受けることができます。
縫製技術面では高級素材、
特殊素材、
ニット素材など高度なテクニックを必要とする素材を扱います。
ファッションビジネス面では即、
実践に生かせるよう、
マーケティング、
ビジュアルマーチャンダイジングなどを、
実習を交えながら学んでゆきます。
卒業後はアパレルメーカーの企画、
デザイナー、
パタンナー、
縫製技術指導者等に就職することを目指します。
この科で一定のパターン課目を履修した人は、
希望によりイタリア研修に参加することができます。

日本洋裁技術検定試験

ファッションビジネス能力検定試験

パターンメーキング技術検定試験

ファッション販売能力検定試験

ファッション色彩能力検定試験

ファッション研 究 科

〈２年制／上級課程

この科はファッション本科卒業生、
または専門学校、
短大、
大学の被服科・ファッションデザイン科を
卒業された方、
服飾技術の経験者を対象とします。
服飾技術は奥が深く、
またファッションの進歩はスピーディーです。
新課程のこの科では、
服飾技術をより深く学び、
いつの時代にも応用発展させてゆけるファッションクリエーターの育成を目指します。
将来はブランドのオーナーや企業の企画職や技術者を目標に、
デザイン面ではより洗練された創造力を養い、
自在に表現できるビジュアル感覚を学びます。
縫製面では高級素材、
特殊素材、
ニット素材を扱うと共に、
体系別シルエット補正の研究、
高度なテクニック、
メンズ服、
テーマ研究などに幅広く取り組んでゆきます。
パターン面ではより高度な平面製図と立体裁断をきめ細かい技術指導で、
確実に身に付けます。
希望者は「パターンメーキング技術検定」の指導を受ける事ができます。
卒業後はブランドのソーイングスタッフ、
アパレルメーカーの企画、
デザイナー、
パタンナー、
教員、
生産指導者などを目指します。
この科で一定のTRパターン科目を履修した人で希望者は、
イタリア研修への参加もできます。

日本洋裁技術検定試験

ファッションビジネス能力検定試験

パターンメーキング技術検定試験

ファッション販売能力検定試験

ファッション色彩能力検定試験

研究と実践〉

平日のお昼間、
社会人、
主婦、
学生の方が、
ご自分のペースで楽しく学べるクラスです。
ソーイング、
スタイル画、
立体裁断、
パターンメーキング、
ファッション小物制作等ご希望の科目を、
初歩から応用まで経験豊かな教師が、
わかりやすく指導いたします。
はじめての方は勿論、
以前学ばれた方で、
もう1度学び直したい方にもおすすめ致します。
入学資格に制限はありませんので、
年代、
男女を問わず

幅広くどなたでもご入学いただけます。

スタイル画

大切な愛犬の服を作る寺田さん
かわいい子供服

コンテスト参加作品

デザイン性が高く丈夫なワンちゃんのファッション

リメイクベスト

技術が認められた専科生は、
ミラノ研修に参加できます。
研修参加の伊東さん

服飾手芸作品

ドールコスチューム

ト
ン
ベ
イ
研

修

＆

神戸ファッション美術館での研修

上級課程で希望者参加の
ミラノ研修は貴重な体験と
共に技術を磨きます

ミラノ研修

芸術大学の実習に参加

東京の文化学園OBと
東日本大震災復興支援バザーで作品の販売

繊維メーカーとの産学共同作品
（左）

京都旅行

湊川公園のアート市に参加の有志

高校生のための夏の職業体験

テキスタイル展示会の見学
校外学習
（開発された
新素材の試着）
島精機にて

ファッション美術館では、所蔵の
マリーンファッションを試着させて頂きました。

神戸市立博物館

ファッション業界は年々急速に多様化が進み、企業側も実践力のあるスペシャリスト
を採用する傾向にあります。本学院も社会のニーズに合わせ、
デザイン感覚、
服飾技
術を総合的に身につけた学生を送り出しています。就職希望者には、学院長をはじ
め、担任および就職指導担当者が学生の希望と適正に合わせた就職指導を行っ
ています。

コーディネーターの大霜さん

デザイナー・パタンナー・ソーイングスタッフなどの生産企画部門、
コーディネイター・ファッションアドバイザーなどの流通販売部門、
また教員、
生産技術指導者などファッション業界の多方面にわたり活躍しています。

㈱アシックス、
㈱アイフュージョンインターナショナル、
㈱アズノゥアズ、
㈱アバハウスインターナショナル、
㈱エアリーキュー、
㈱イーストボーイ、
㈱イディ
・プ
リュス、
㈱イノウエ、
㈱エム・アイ・ディー、
㈲輝服装店、
㈱ジャヴァグループ、
㈱スタンロード、
㈱三愛、
㈱サンエーインターナショナル、
㈱三陽商会、
㈱サ
ンリオ、
㈱スタンロード、
㈱タカラアイル、
㈱宝塚舞台、
㈱東京スタイル、
トリンプインターナショナル㈱、
㈱ナイガイ、
㈱ニコル、
㈱ファミリア、
㈱フリースタ
イル、
㈱フランドル、
㈱ムービック、
㈱もくもく、
㈱モデリア、
㈱ユニクロ、
保木㈱、
ユニバーサルスタジオジャパン、
㈱ラフィーネ、
㈱リステアホールデイング
ス、
㈱ワコール、
㈱ワールド、
㈱ワールドストアーパートナーズ

その他

（株）
宝塚舞台
（衣装部）

短大の服飾科を卒業し、就職したものの宝塚歌劇
の衣装制作に携わりたいという夢を捨てきれず、
再度勉強するため編入致しました。宝塚舞台では
主に衣装の早替えと補正の仕事をしています。衣
装の補正には高度な技術が必要とされていますの
で学んだ縫製技術が総て発揮できます。宝塚舞台
の募集要項が学内に掲示されていなければ今の私
はあり得ませんので大変感謝致しております。

黒 坂 優 美

村 川 頼 子

ジャヴァグループ
（株）
ロートレ・アモン
（パタンナー）

田 中 智 美

アステリアキタノ
（店長・スタイリスト）

大 霜 祐 子

（株）
エム・アイ・ディー
（パタンナー）

アニメとゲームの
（株）
ムービック

学院を卒業後、ジャヴァのロートレ・アモンのパ
タンナーとして勤務しています。パタンナーの仕
事内容はデザイン画からパターンを起こし、サン
プルを上げて修正後縫製工場に発注します。商品
が店頭に出るまでに数回検品します。忙しい日が
多いですが毎日が充実しており、やり甲斐も強く
感じます。学生の時にはしっかりと基礎を学んで
下さい。仕事をする上で重要な土台になります。
アパレル業界の仕事ではスピードが求められます。
そのためには体力も大切です。学校ではいろいろ
な課目がありますから、それらを身につけて希望
する道に進んで行って下さい。応援しています。

卒業後、元町店でコーディネーターをした後、
キタノ店の
オープンからお店を任せて頂いています。
お客様は通常、婚礼の６ヶ月〜１０ヶ月前から来られます
ので挙式までの間、お客様とは長いお付き合いとなり信
頼関係が必要です。
レンタルが中心ですが、
オーダーメイ
ドも扱っています。
オリジナルデザインをお受けする場合に
は学校で学んだデザイン画を描きながらお客様のご希望
を承ってゆきます。私の勤務するサロンでは、
ほとんどのド
レスが一点物なのでお客様の体型に合わせてお直しを
入れてゆきます。
その際も立体裁断の授業が関連してき
ますので勉強していて良かったと思います。
仕事は忙しいですが時間を見つけて、
また学校へ遊びに
行きます。

僕は大学を卒業後、すぐに神戸文化に入学しました。学
生時代からコム・デ・ギャルソンのファンでファッションが大
好きでした。流行先取り派の僕はファッションの出費が多く、
学業とアルバイトの両立で睡眠不足の毎日でした。
それで
も取得できる資格やビジネスやパターン等の各種検定は
頑張って全部クリアーしました。今の会社を受けた時、面
接で正直に自分のファッションの趣味についても話しまし
た。
それを認めて頂けた事は本当にラッキーでした。
アパ
レルのクリエーター職を受験する場合、
大抵、
実技テストが
あります。
その為に基本的な事は知っておかなければなら
ないのですが、
技術的な事よりも自分の作りたいものの方
向性が明確な事も大切です。神戸文化はそのような個性
を大切にしてくれた学校であったと実感しています。

パターンとサンプルの
（株）
モデリア

中 井 万里江

シャツ
「TRAILER」
（クリエーター）

吉 田 義 貴

（有）
輝服装店
（縫製技術）

（株）
スタニングルアー
（ファッションアドバイザー）

別 所 美 里

私は短大の服飾科から本科２年に編入しました。専攻科
への編入も可能だったのですが、
大学では科目が多かっ
た分、詳しく学ぶ時間が少なく、今度はもっと本格的に技
術を学びたかったので本科から専攻科へ進学しました。
現在の会社は第一志望でしたし、早くに就職が決まった
後充実した学生生活を送る事ができました。専攻科の時
にファッションコンテストにクラスメートとふたりで参加して
「神戸ファッション協会賞」
という大きな賞を頂いた時は信
じられない気持でしたが、
その後自信も持つことができま
した。会社では頑張り次第で、
コーディネーター、
バイヤー
へと実力を認められて仕事が広がってゆきます。
そのた
めには学生時代に基本的なファッションの知識と技術を
学んでおく必要があると思います。神戸文化は実力のあ
る専門の先生にマンツーマンで指導して貰えますし、留
学もできます。図書館も近いです。
ファッションショーでは恥
ずかしかったですがモデルもしました。
そんな事がみんな
将来の仕事へ活かせるのだと思っています。

室 井 千 加 子

ユニバーサルジャパン
エンターテインメント部衣裳

佐 藤 圭 悟

私が現在担当している仕事はアニメ、
ゲームのキャラクターの
グッズ
（縫製品）
の仕様決定、
メーカー選定、
サンプルチェックか
ら納品まで、
等です。
絵を描くことやドレスづくりが好きでしたので、
自分に向いている
と思います。
短大では服飾科でしたが、広く浅く の知識しかありませんで
した。
そこで神戸文化に入学して、
自分の深めたい分野をたく
さん吸収する事ができました。仕事では「コスプレ衣装」
という
特殊なものを扱っているので、
学院で学んだ立体裁断を応用し
て、
スムーズに商品を作っています。後輩の皆様へお伝えした
いことは、学院での日々が会社へ入って仕事をして行くうえで、
いろいろな面で活かされていると感じることです。技術的な面
は勿論ですが、先生方の親身なご指導、育んだ友情に支えら
れていました。社会人になった今、
今度は私の方から、
何かでき
ることは精一杯役に立ちたいと思っています。皆様もいろいろ
な人や物事からたくさん学んで、
自分がしてみたい事ができる
人になってください。
学生の時を充実したものにしたかった私は、学院で4年間学
び、
ファッション研究科（旧技術専攻科Ⅱ）
を卒業しました。思い
出はいっぱいで語り尽くせませんが、
特に大切なのは卒業後も
励ましあえる仲間が何人もできたことです。皆とは助け合ってき
ましたのでこれからも同じです。印象に残ることは有志で東京
の文化服装のトワルコンテストに応募して難解なデザインを完
成させて、
みんなで東京の舞台を踏めたことです。当日、出来
上がらなくて欠席した人も多かったのに、
私たちは励ましあって
必死で徹夜もして完成させ、一人も脱落しませんでした。今思
えば先生方にも本当にお世話になりました。沢山思い出はあり
ますが、
イタリアのミラノ研修も忘れられません。2週間でリバー
シブルコートを完成させ、
その間に観光や見学、
芸術大学の授
業に参加しました。他の学校や大学からの参加者と友人になり
ました。学生の間、
アルバイトもたくさんしましたし、作品を作っ
て、
クラスメートとお店で販売もしました。就職したばかりで仕事
はこれからですが、
アパレルのサンプル制作です。神戸文化で
はデザイン、
パターン、縫製の授業を沢山受けましたので、様々
なデザインのサンプル作りに活かせると思います。
これからは仕
事に頑張ります。
ある日突然シャツ屋になろうと思い立ち、
独学で服作りを勉強し
ていました。
ところが独学では出ない答えがあることに気付き、
神戸文化の服飾専科の門を叩きました。
独立を夢見る僕は早く多くを吸収したくて、
先生にドシドシ質問
しましたが、先生はその都度丁寧に指導してくださったおかげ
で、
服の仕事に確信を持つことができました。
在学中に注文を受け始め、
プロを意識し始めていた僕にとっ
て、それはもの すごく大 切なことでした 。僕 のブランドは
「TRAILER」です。国内や海外で買い付けた生地を使い、
オ
リジナルシャツの展示会や卸し、百貨店での受注会等の展開
を行っています。主に自分で縫製しますが、枚数の多いときは
工場生産します。工場用の指示書を書く時や現場の人と話す
時は、専門的な知識が有るか無いかで、
出来る幅が変わって
きます。実際に問題が発生した時に、
「学校に行っていてよかっ
た」
と思うことがよくありました。
自分のブランドをやっていくのはすごく楽しい。
その代償として
誰も助けてくれない。大変な局面も多々ありましたが、
神戸文化
で学んだおかげでスムーズに乗り切ってこられたと思います。
こ
れからは存在感のあるシャツメーカーを目指します。神戸文化
服装学院から将来一緒に仕事をするかもしれない仲間が出て
くれるかと思うと、
今から待ち遠しいです。
私は技術専攻科を卒業後、地元の姫路でアパレルの技術職
に就職できました。在学中の思い出はいっぱいありますが、
なか
でもNDKのファッションコンテストはインパクトが大きいです。一
次で選ばれたデザイン画が実際のドレスにするには制作に大
変時間がかかり、
クラスの皆が一緒になって手伝ってくれまし
た。我ながら凄くいい出来だと思っています。入学後初めてデ
ザイン画や洋裁を学んだ私ですが、
色々なことにチャレンジした
くて数種類の検定を取得し、
コンテストに応募しました。
ファッ
ションシューズコンテストでは、
グランプリを獲得できました。
それ
は、優しさの中にも厳しく指導してくださる先生方や、肩を並べ
て仲良く競争できるクラスメートがいてくれたからだと思います。
卒業式では答辞の時にいろいろ思い出して感極まってしまい、
涙が溢れっぱなしでなかなか読み進めませんでした。就職して
間がないので仕事はこれからですが、
婦人服の制作部門にい
ますので、授業のパターン制作や服装造形で学んだ技術と知
識が欠かせません。就職してからも学ぶ事が多くて忙しい日々
を送っていますがもう少し余裕ができたら、
クラスメートを誘って
母校を訪問したいです。
国家公務員を2年で辞めて神戸文化に入学しました。1番した
かったファッションの勉強をするためです。貯金だけでは勿論
足りないので、
アルバイトをしながらの経済生活では、
神戸文化
の月謝制は助かりました。
ファッション初心者の僕は、
とにかく遅
刻欠席をせずにこつこつ積み上げることをモットーに、
まっすぐ
前を向いて頑張りました。少しずつデザイン画、製図、縫製が
解ってくると楽しくなり、次のステップへの意欲が沸いてきまし
た。
いろいろコンテストへも皆と見様見真似で応募しました。
そ
の中でもファッションシューズコンテストに、
靴自身が夜道用の電
気を作るエコシューズをデザインして、上位入賞しました。
その
後エコブームが来て、僕が先駆者ではないかと自惚れていま
す。人を喜ばす事が好きなので、就職したこの職場（USJのエ
ンターテインメント部衣装）
は自分にぴったりの環境だと思いまし
た。
しかし仕事になると残業も多く、体力勝負になります。将来
は映画や舞台の衣装に携われたらいいなと思っています。僕
は神戸文化に学んで良かったと思っています。
どの先生にも熱
心に指導して頂きましたし、講師の佐藤先生の一声で卒業後
も仲間が集まるのが楽しみです。後輩諸君、毎日を大切に生き
生きと頑張ってください。

ファッションコンテスト入賞作品・入選作品
文化服装学院トワルコンテスト

文化連鎖校デザイン画コンテスト

学生達の
ファッションショー

神戸リメイクファッションコンテスト

京都きものデザインコンクール

ファッションシューズコンテスト

○京阪電気鉄道株式会社

学期・休日・授業時間の予定
AM9：15〜PM3：15 月曜日〜金曜日
AM9：15〜正午
PM1：00〜PM3：15（詳しくはお問い合わせ下さい）

学

費

◆月謝制です

◆日本学生支援機構の奨学金が受けられます
◆国民金公庫から学費ローンが受けられます

◆寄付行為は一切ありません

〒650 - 0017 神戸市中央区楠町７丁目1番1号
TEL. 078 - 341 - 1219 FAX. 078 - 341 - 0989

http://www.kobebunka.ac.jp/
info@kobebunka.ac.jp

