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ファッションの
○○をとことん学ぶ。
○○には、何が入ると思いますか？
それはファッション業界はもちろん、どんな業界のトップで活躍する人でも大切にしていることであり、
何かを創り出す上で必要不可欠なこと。そしてこれがあるからこそ、自分自身のアイデンティティーを
活かした自由な表現が可能になる、魔法のようなモノ。　　　   そう、それは「基礎」。

神戸文化服装学院は、基礎を何よりも大切に考えています。
しっかりとした基礎があるからこそ、そこから「応用」し、「発展」していける。つまり業界の最前線で
活躍できるファッションクリエイターに成長できると考えています。
だから本学院は、ファッションをまだ学んだことのない人はもちろん、改めて学び直したい人でも、
基礎中の基礎からしっかりと教えていくことを大切にしています。

福永　華那子
ファッション本科

自分らしさを究めた「着る人を強く・美しく
魅せる」をテーマに、服作りにこだわって
きました。１・2年時に学んだ基礎知識を活
かして応用し、洗練された服作りを目指し
て取り組みました。

衣装デザイン制作
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選ばれる  つの理由８
技術力
服を自由自在に創れるように。

3 4

基礎がしっかり学べるから、
高レベルな技術が身につけられます。

服作りに必要な技術や知識を、基礎中の基礎から学びます。
はじめて学ぶ人でも基礎をしっかりと身につければ、高レベル
な技術を習得する事は決して難しい事ではありません。

Point 1

指導方針
“ついていけない”をゼロ化。

個人のレベルに合わせて指導するから、
ついていけないという事はありません。

人の成長速度には個人差があって当たり前。だから神戸文化
服装学院では少人数制で授業を行い、一人一人のペースに合わ
せ、ゆっくりでも確実に理解できるようにします。

Point 2

資 格
資格取得を徹底サポート。

協会認定校だから、洋裁技術認定の
実技試験が免除されます。

神戸文化服装学院は協会認定校のため、洋裁技術認定の実技
試験が免除されます。他にも様々な資格があり、それら資格を
取得できるようにしっかりとサポートしています。

Point 3

学 費
金銭面で諦めて欲しくない。

月謝制を採用しているから、
一度に多額の学費は必要ありません。

学費は、専門学校では珍しい月謝制を採用しており、7月８月を
除いて一ヶ月分ずつの納入ですので、一度に多額の金額を納める
必要はありません。

Point 4

研  修
学校で学び、現場で感じる。

インターンシップ制度があるから、
在学中から現場を体験できます。

在学中から実際の現場に入り、必要な知識や能力を体験しま  
す。その体験から感じた事を学内でさらに学ぶ事で、卒業後、

即戦力となれる素養を身につけます。

Point 5

経  験
作品が、商品に変わる。

実際にお店に置いてもらいながら、
バイヤーを通じて学べます。

授業の一環として作った作品は、バイヤーに認められると実際  
のお店に置かせてもらえ、作品が商品に変わります。

Point 6

学外活動
授業以外の個人活動も支援する。

イベント出店をはじめとする、
学外活動も積極的にサポートします。

イベント出店など生徒の積極的な個人活動に対しても、通常の  
授業や課題制作と同様、学院側も積極的にサポートします。

Point 7

環 境
日本有数のファッション都市・神戸。

最寄駅から徒歩0分の校舎の隣には、
大型図書館もある最適な学び場。

校舎は日本有数のファッション都市・神戸に立地。学院の隣には  
神戸を代表する大型の図書館があります。また、最寄駅出口  

からは徒歩0分とアクセスのしやすさもポイント。

Point 8

8 reasons to choose 日本のファッション業界をリードしている文化服装学院と絶えず交流をはかり、テキスト等教材の
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指導しています。

兵庫県唯一の文化服装学院(東京)の連鎖校。
ココも

  POINT！
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新 入 生

Department list

本学院では、より質の高い指導と十分な理解促進を図るため、ファッションについての知識や技術修得度によって、
入学対象者を大きく二つに分けています。はじめて学ぶ方には基本学科である『ファッション本科』、すでに基礎を
修得している方には応用学科である『技術専攻科』・『ファッション研究科』の２つがあります。

進　学

進　学

編　入

7ページへ 9ページへ

11ページへ

5 6

学 科 &コース

入学対象者 ● はじめて服飾を勉強する人 ● 改めて勉強し直したい人 入学対象者 ● ファッション本科卒業生 ● 服飾系の大学・短大・学校の卒業生

ファッションを はじめて学ぶ ファッションを 学ぶより深く

ファッション本科 技 術 専 攻 科

ファッション研究科

基本学科

２年制

応用学科

１年制

応用学科

２年制

はじめての人が確実に成長できるための、基礎を総合的に学ぶ学科です。

ファッションデザインコース

ファッション本科

ファッション本科 技術専攻科

ファッション研究科

レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ

コスチューム制作コース
ステージ衣装 ／ コスプレファッション ／ ロリータファッション

クラフト・手工芸コース
ドール衣装 ／ 手工芸 ／ 染色 ／ 雑貨

基　礎1年次： 応　用2年次：

ファッションデザインコース
レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ

衣装制作コース
ブライダルファッション ／ ステージ衣装 ／ フォーマル衣装

ファッションデザイナー／パタンナー／ファッションアドバイザー／ソーイングスタッフ／

プランナー／ショップオーナー／サンプルメーカー／生産管理スタッフ／商品管理スタッフ　他

はじめて

編 入 生

より深く
・服飾の勉強をした事のない人
・改めて一から学び直したい人

1 年 2 年 3 年 4 年

・服飾系の大学、短大、学校を卒業した人

目指す職種

ファッションデザイナー／服飾雑貨デザイナー／

パタンナー／スタイリスト／ソーイングスタッフ／

プランナー／ショップオーナー／サンプルメーカー／

生産管理スタッフ／商品管理スタッフ　他

目指す職種

習得した基礎技術から、さらに高度な応用技術を修得する学科です。

ファッションデザインコース
レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ ／ フォーマルウェアー

衣装造形コース
ブライダルファッション ／ ステージ衣装 ／ フォーマル衣装

日本ファッション振興協会
が認定した学校の学生のみ
が受験できます。筆記試験
で「初級」「中級」「上級」
の順にレベル段階を上げ、
学院で学んだ能力を証明
する事を目的としています。

ファッションアドバイザーを
目指す人に適した検定です。
販売知識、マーケティング
知識、店舗経営管理、ファ
ッション販売技術、店舗演出、
ビジュアル展開、ファッション
商品知識などで構成されます。

受験資格に制限はなく、
希望する級を受験できます。
ファッションの仕事に色彩
は欠かせませんのでファッ
ションの仕事を目指す幅広
い層の人々に有用な検定
です。

「ファッションビジネス知識」
と「ファッション造形知識」
の筆記試験２科目で構成さ
れます。受験資格や受験す
る級に制限はありませんが、
学生の場合主に２級または
３級の合格を目指します。

１次試験の筆記試験（理論・
製図）に合格した後、２次
試験（実技試験）にチャレ
ンジする２段階式の検定
試験です。学生の場合主に
２級、３級の合格を目指して
勉強します。

オートクチュールデザイナー／アパレルデザイナー／

グレーダー／マーカー／オートクチュール技術者／

バイヤー／プランナー／ショップオーナー／

生産技術指導者／教員／手工芸作家　他

目指す職種

高度な技術を学び、ファッションや服作りの研究をする応用学科です。

洋裁技術認定試験

取得を目指す主な資格入学から進学・卒業・就職までのイメージ ●：ファッション本科、●：技術専攻科、●：ファッション研究科

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ファッション
販売能力検定

ファッション
色彩能力検定

ファッション
ビジネス能力検定

パターン
メーキング技術検定

就 職卒 業

進 学
卒 業

卒 業

編 入

進 学

就 職

就 職

No.3　学科一覧
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はじめての人が確実に成長できるために、基礎技術を総合的に学ぶ学科です。

基本中の基本からスタート。

デザイン・製図・縫製など、どの科目も最も基本的な
事からスタート。全くの未経験者でも大丈夫です。

少人数制のため、慣れるまでは可能な限り一人一人の

ペースに合わせて、ゆっくりと理解できるように進行。

2年次の後半では、レベルの高いオートクチュール

技術を用いた作品づくりにも挑戦します。

田中　弓子
ファッションイラスト・企画デザイン

生地の基礎知識やテキスタイルの表現手法
を通して、個性やオリジナルを引き出しま
す。市場リサーチや企画面からもイラストや
デザイン画のトレーニングをしていきます。
また、ブランドとしての戦略を学び、就職
活動しやすい表現方法・技を教えていき
ます。

先生

担当

自分のペースで理解を深める。 応用を見据えた、基礎技術の習得。

ファッション本科とは？

ファッション本科の主なカリキュラム

ファッション本科へ入学すると…

プロポーションや各種アイテムの、表現や着色・スタイル
表現・デザイン発想など、デザイン画の基礎を学びます。

ファッションデザイン画

ファッション企画・自分のブランド作り・トレンドの分析・
表現トレーニングを行います。

ディテールの縫製、各種アイテムの縫製
を学びます。

ファッションプランニング

服装造形実習

各種アイテムのパターン制作を学び技
を体得します。

基礎製図

芸術的な手工芸やクリエイティブな
発想のトレーニングを行います。

手工芸とクラフト

ファッションイラストレーション・フォト
ショップでデザイン画&イラスト制作や
幅広い表現を学びます。

IT実習

曲線から成る人体のシルエットを美しく表現する為に、
トルソーに直接布を当てて裁断します。

立体裁断

アパレル企業で使用する事が多いCAD。コンピューター
を用いてスピーディーなパターン設計を学びます。

CAD

● 時間割例 (上段：１年 ／ 下段：２年)● 担当講師からのメッセージ

福永　華那子
ファッション本科

洋服が好きで学んでみたいと思い入学した
私は、全くの初心者で最初はすごく不安
でした。だけどアットホームな雰囲気で
質問もしやすく、授業内容は幅広く楽しい
です。自分の作ってみたいデザインで教
えて頂けるので、自分とは違う周りの友達
のデザインを見れる事も楽しいです。

ファッションデザイナー／パタンナー／ファッションアドバイザー／

ソーイングスタッフ／プランナー／ショップオーナー／サンプルメーカー

／生産管理スタッフ／商品管理スタッフ　他

洋裁技術認定／ファッション販売能力検定／パターンメーキング検定

ファッション色彩能力検定／ファッションビジネス能力検定　他

● 目指す職種

● 取得可能な資格

● 現役学生からのメッセージ

ファッションを
はじめて学ぶ

２年制

7 8

ファッション本科 全くの未経験者が、自らのアイデアをカタチにできるようになります。

Mon

a.m
服装造形
実 習

服装造形
実 習

Tue

基礎縫い

服装造形
実 習

Wed

ファッション
プランニング

IT実習

服 飾
デザイン

Thu

基礎製図

立体裁断基礎

Fri

基礎製図

CAD実習
基礎

ファッション
デザイン画

p.m

ファッションデザインコース

１年次は、ファッションについて基礎となる部分を総合
的に学び、後々に応用や高度な技術へ挑戦できるよう
に、しっかりとしたベース作りを行います。

２年次からは希望するコースに分かれて、これまでに
学んだ事を活かしながら、自らのアイデアをカタチに
していきます。レベルの高い技術にも挑戦します。

ファッション本科

レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ

コスチューム制作コース
ステージ衣装 ／ コスプレファッション ／ ロリータファッション

クラフト・手工芸コース
ドール衣装 ／ 手工芸 ／ 染色 ／ 雑貨

ファッション本科

基　礎1年次： 応　用2年次：

入学前

未経験者

ファッション
や服づくりを
はじめて学ぶ

就  職

起  業

進  級

卒業後

技術専攻科

ファッション
研究科

No.4　学科 01：ファッション本科
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すでに習得した基礎技術から、さらに高度な応用技術を修得する学科です。

様々な洋服に対応できる技術の修得。

これまでの基礎を踏まえ、様々なデザインに対応でき
るように展開方法と考え方を学びます。

高級素材や特殊素材の扱い方を学び、デザインのバリ

エーションを広げていきます。

技術力や方法論を学び理解を深める事で、アイデアの

幅を広げ、より自由なデザイン発想に繋げていきます。

吉川　利佳
パターンメーキング

生徒自身が自分で考えて理解を深めていく
授業を心がけています。
様々なデザインの洋服が作れるように考え
方やポイントを学ぶと共に、自ら研究し、レ
ポートを作成する事で、服作りについての
理解を深めてもらいたいと思ってます。

先生

担当

素材で広がるデザインバリエーション。 より自由なデザイン発想力を養う。

技術専攻科とは？

技術専攻科の主なカリキュラム

様々な素材の特徴を学びながら、クリエイティブなイメー
ジ発想を多角的に表現します。

ファッションデザイン画

人体の曲線を美しく見せるテクニックを平面パターンで
展開します。イメージに合うようにトワルを組み立てます。

企業の講師とコンピューターを用いて
パターン設計を学びます。

パターンメーキング

CAD

モノ、カタチを捉える力を身につける
ドローイングと、それをもとに発想力
を養うイラストで、様々なデザインを生
み出す為のトレーニングを行います。

ドローイング・イラスト

日本の美しい着物を手縫い仕立てし、
着付けや和服の知識を学びます。裁断
から仕上げまでの技能を身につけます。

着物・和裁

オリジナリティー豊かなアクセサリー、
帽子、バッグ等の服飾雑貨や小物を製
作します。

クラフト実習

ドレーピングの理論を学び、実践を重ねながら高度な
テクニックを修得していきます。

立体裁断

これまでの基礎をもとに、縫製における様々な応用テク
ニックを学び、造形の幅を広げます。

服装造形実習

● 時間割例● 担当講師からのメッセージ

山本　彩美香
技術専攻科

実習の授業では、先生のアドバイスを受
けながら、自分の着たい服を追求してい
ます。
色やデザインだけでなく、素材や質感に
もこだわるようになり、服作りの奥深さ
に触れられている実感があります。

ファッションデザイナー／服飾雑貨デザイナー／パタンナー／

スタイリスト／ソーイングスタッフ／プランナー／ショップオーナー／

サンプルメーカー／生産管理スタッフ／商品管理スタッフ　他

洋裁技術認定／パターンメーキング技術検定／ファッション販売能力検定／

ファッション色彩能力検定／ファッションビジネス能力検定　他

● 目指す職種

● 取得可能な資格

● 現役学生からのメッセージ

さらに高度な
技術力を学ぶ

１年制

9 10

技 術 専 攻 科

Mon

a.m
ファッション
デザイン・
CAD

服装造形
実 習

Tue

パターン
メーキング

服装造形
実 習

Wed

ドローイング
・イラスト

着物・和裁

Thu

立体裁断

クラフト
実 習

Fri

服装造形
実 習

パターン
メーキング

p.m

技術専攻科へ入学すると…

基礎習得者が、ファッション業界で活躍できる確かな技術力を身につけます。

ファッションデザインコース

技術専攻科では、ファッションデザインコース・衣装製作
コースに分かれて、これまでに学んできた知識や技術を
応用・実践レベルへと高めます。

ファッション業界でプロとして仕事をしたり、オート
クチュール等の高度な技術を身につけ自立・起業を
目指せるような、確かな技術力を習得していきます。

レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ

衣装製作コース ブライダルファッション ／ ステージ衣装 ／ フォーマル衣装

技術専攻科

概　要 将 来 像

入学前

基 礎
習得者

ファッション
本  科
または

服飾系大学・
短大・学校
の卒業生

就  職

起  業

編  入

卒業後

ファッション
研究科

(ファッションデザインコース)

No.5　学科 02：技術専攻科
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高度な技術を学びながら、ファッションや服作りの研究をする応用学科です。

ファッションの在り方を学ぶ。

個々に研究課題を持ち、その研究を通じてこれからの
社会の中でのファッションの在り方を学びます。

スピーディーに移り行くファッションの世界で、いつの

時代にも応用発展させてゆける力を習得します。

奥の深い服飾技術を２年間かけて掘り下げながら

学び、ファッションとデザインを追求していきます。

高島　純子
立体裁断

一年目から基礎知識をしっかり教えてい
きます。テキスト中心の講習型の授業より
も、各種ボディーを使い、体や手を動かす
実習型の授業を行います。
一人一人のペースに合わせ、より確実に表
現力を身につかせる事で、卒業後即戦力
となれるように心がけています。

先生

担当

いつの時代にも通用する応用力。 ファッションとデザインの追求。

ファッション研究科とは？

ファッション研究科の主なカリキュラム

アパレル業界の最新情報に敏感に対応し、トレンドの先
をイメージできるデザイン発想方法も学びます。

ファッションデザイン

様々な素材の特性をつかみ、繊細で美しいシルエットに
仕上げる高度な縫製技術を学びます。

オートクチュール研究

様々なデザインを実際に制作する為の
高度な応用技術を学びます。特殊素材、
高級素材の扱い方などにもチャレンジ
します。

服装造形実習

デザイン画を洋服へ具現化する為には、
先ず正確なパターンが必要です。新し
い流行など、様々なデザインに応じた
パターンを研究します。

パターンメーキング

流行の歴史を研究しながら、これから
のファッションの在り方を考察します。
どのようなファッション製品をショップ
で販売するのが効果的かを具体的に
デザインします。

プロダクトデザイン研究

フォーマルウェアー・リアルクローズ・舞台衣装などから、
学びたい分野を選び、深い知識と技術を身につけます。

コスチューム研究

生地とピンとハサミで、自在に表現する高度なテクニック
やシルエットづくりを修得します。

ドレーピング研究

● 時間割例 (ファッションデザインコース)● 担当講師からのメッセージ

伍　幸傑
ファッション研究科

服作りの研究の一環としてアパレルショ
ップを訪れリサーチし、トレンドと自分
好みのデザインを取り入れ、新たなブラ
ンド企画ができた事が一番楽しかった
ことです。
私は編入生ですが、一番学べたのは神
戸文化だと思っています。

オートクチュールデザイナー／アパレルデザイナー／グレーダー／

マーカー／オートクチュール技術者／バイヤー／プランナー／

ショップオーナー／生産技術指導者／教員／手工芸作家　他

洋裁技術認定／ファッションビジネス能力検定／パターンメーキング

技術検定／ファッション販売能力検定／ファッション色彩能力検定

● 目指す職種

● 取得可能な資格

● 現役学生からのメッセージ

２年制

11 12

ファッション研究科

Mon

a.m
服装造形
実 習

パターン
メーキング

Tue

コスチューム
研 究

プロダクト
デザイン
研 究

Wed

パターン
メーキング

ファッション
デザイン

Thu

オート
クチュール
研 究

ドレーピング
研 究

Fri

ファッション
デザイン

服装造形
実 習

p.m

ファッション研究科へ入学すると…

基礎習得者が、将来指導的立場に立つためのクリエイション力を修得します。

ファッションデザインコース

ファッション研究科では、１年次からファッションデザ
インコース・衣装造形コースに分かれて、個々に研究
課題を持ってファッションを深く学びます。

即戦力となる技術者や、将来指導的立場に立てる
人材など、ファッション業界でリーダーとなれる
クリエイション力を習得します。

レディース・メンズ・子供服などのリアルクローズ ／ フォーマルウェアー

衣装造形コース ブライダルファッション ／ ステージ衣装 ／ フォーマル衣装

ファッション研究科

概　要 将 来 像

入学前

基 礎
習得者

卒業後

就  職

起  業

ファッション
本  科
または

服飾系大学・
短大・学校
の卒業生

ファッションを
研究して学ぶ

No.6　学科 03：ファッション研究科
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授業外の取り組み efforts outside class

神戸文化服装学院では、通常の授業以外にも様々な取り組みを行なっています。普段とは違う事を体験して、
通常の授業だけでは得ることが難しい、新たな学びや気づきで感性を磨いていってほしいと考えています。
ここではその一部をご紹介します。

講 師 佐藤  慎権
「TR パターン」考案者。日本各
地のみならずヨーロッパやアメ
リカ等、世界中で講演・指導を
行うファッションデザイナー。

一週間の特別授業を年に２回程度実施。アーティスティックで立体的なデザ
インの服飾造形技術「TRパターン」を考案者自らが直接指導します。

授業内で作った作品が認められると、商品として実際の店舗にて販売されま
す。さらに商品化の過程の中でバイヤーを通して様々な事が学べます。

特別授業 これまでに学んできた知識と技術を活かし、自分の作りたい服を作って発表
する場です。ファッションショー

代表取締役
株式会社マキシン 渡邊  百合
ファッション都市・神戸を代表
する帽子専門会社。全国の主要
百貨店や海外に商品が並び、高
い評価を得ている。

実際に製作する現場や職人さん達の作業を目の前で見学したり、話を聞いた
り等、普段の授業とは全く違う体験を通して刺激を受け、感性を磨きます。企業訪問

ショップ armoire
元町商店街に店舗を構える、
Mixカジュアルのセレクトショ
ップ。世代問わず、お洋服を楽
しみたい人達のためのお店。

アルムワール

作品販売
■ ウォーキング ■ ■ ヘアーアレンジメント ■ ■ メイクアップ ■

Prepa
ration Scene

Coop
eration Partner

Coop
eration Partner

Coop
eration Partner

No.7　授業外の取り組み
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SUPPORTSUPPORT SUPPORT

「憧れる側」から、「憧れられる側」へ。卒業後の活動フィールド。
清水　栄子
就職サポート

まずは本人の希望を第一に考えます。その
うえで、その人の個性や特徴、得意としてい
ることなどがいかせる企業に就職出来るよう
アドバイスをしたり、相談にのっています。

先生

担当

● 担当講師からのメッセージ

● 就職試験までの代表的な流れ

● 就職サポートプログラム

● 主な就職先

（株）アシックス
（株）アイフュージョンインターナショナル

（株）アズノゥアズ
（株）アバハウスインターナショナル

（株）エアリーキュー

（株）イーストボーイ

（株）イディ・プリュス
（株）イノウエ

（株）エム・アイ・ディー

（有）輝服装店

（株）ジャヴァグループ

（株）三愛
（株）サンエーインターナショナル
（株）三陽商会
（株）サンリオ

（株）スタンロード

（株）タカラアイル
（株）宝塚舞台

（株）東京スタイル
トリンプインターナショナル（株）
（株）ナイガイ

（株）ニコル

（株）ファミリア

（株）フリースタイル
（株）フランドル

（株）もくもく
（株）モデリア

（株）ユニクロ

保木（株）

ユニバーサルスタジオジャパン
（株）ラフィーネ
（株）リステアホールディングス

（株）ワコール
（株）神戸ドリーム

シャネル（株）
（株）オンワード樫山

（株）ヤマダヤ

（株）ナルミヤインターナショナル

（株）イワサキ

（株）テラオエフ

（株）イング

（株）グンゼ
（株）ストライプインターナショナル

（株）アスコット

（株）イズム

（株）ファイブフォックス

（株）ジーユークロッシング

（株）チュチュアンナ

（株）ワールド
（株）ワールドストアーパートナーズ

（株）ムービック

その他

15 16

学院が一丸となってサポート

学院に来る求人内容と学生の希望や適性を考
え、学院として最適なサポートを行います。

面接や筆記、実技など試験内容に合わせて、
専門性の高い講師が試験対策としてサポート。

時間や場所を問わず、いつでも気軽に相談が
できる環境も魅力の一つ。

卒業後の進路や将来
の目標などを話し合い
ます。

キャリア相談

希望する職種の現場
を体感しながら、進路
を明確化します。

インターンシップ

現場で感じたことをもとに
面談を行い、就職先を具体
化していきます。

個別相談

希望する就職先の試験
内容や傾向に合わせて、
各講師が対策指導します。

試験対策

自信を持って試験に臨め
るように、メンタル面も含
めてサポートします。

就職試験

専門の講師からの個別対策指導 いつでも気軽に相談できる環境

Employment support就職サポート

主に、アパレルメーカーや衣料品、
バッグ、シューズ等のメーカーに
勤務して、服の企画やデザインを
行います。独立して個人でデザ
イン活動をする人もいます。

デザイナーの描いたデザイン画
をもとに、製図を引いたりトワル
で立体的な見本を作ったりしま
す。デザイナーの意図を理解する
ことが大切です。

マーチャンダイザー

略称MD。商品化計画を担当する
人で重要な役割です。デザイナー、
パタンナー、営業マン、店頭スタ
ッフなどの人々を統率していける
経験や行動力が必要です。

ショップオーナー バイヤー

国内または海外で商品の買い
付けを担う仕事です。経験や勘
も大切で、仕入れた品が売れな
いと大きな損失になりますが、
売れ行きのよい品を仕入れた時
にはやりがいを感じます。

グレーダー

パタンナーが作った製図から、
それぞれのサイズに展開してい
く仕事です。細かな計算作業を
行うため、デリケートさが要求さ
れます。商品を展開していくうえ
で重要な役割を担います。

スタイリスト

写真撮影などで、必要な服やアク
セサリーを揃える仕事です。会社
やお店で商品を貸し出してもらう
交渉をしたり、コーディネートを
考えたり、アイロンかけをしたり、
センスと体力を要求されます。

ファッション
コーディネーター

自社のブランドの商品を組み合
わせて、消費者に提案する仕事
です。流行の動向を絶えずチェ
ックして、常に新しいコーディネ
ート提案をしていきます。

ファッション
アドバイザー

ソーイング
スタッフ

洋服や帽子、バッグ、シューズ、
雑貨などの商品を縫製する仕事
です。大量に作る場合と、サンプ
ル品だけを作る場合があります。
モノづくりが好きな人に適して
います。

ブランドショップの経営者。ショ
ップに置く商品のブランドイメー
ジに合った店舗を計画し、演出
していきます。仕入れから商品の
コーディネート、販売、計数管理
など仕事内容は多岐に渡ります。

店頭での接客が主な仕事です。
お客様の相談を受け、最も似合
うコーディネートを提案する
おしゃれ力が必要です。また商品
のディスプレイやマネジメント、
在庫管理もします。

オートクチュール
デザイナー

高度なファッションセンスと技術
を有し、独立して自分のブランド
を持つファッションデザイナー
です。自身のオリジナルデザイン
の服を顧客の注文に応じて作り
ます。

服飾小物
デザイナー

アクセサリーを中心に、衣類を
装飾する為の小物を制作する
デザイナーです。材料は布、革、
宝石、ビーズ、また色々な新素材
を使用してオリジナルな品を作
り出します。

ファッション
デザイナー パタンナー

No.8　就職について

P15 P16



17 18

活躍する先輩たち Active graduates

80年に及ぶ歴史ある神戸文化服装学院から、これまで多くのファッションクリエイターを輩出してきました。
ここでは卒業した先輩達が、在学中どんな学生だったのか・卒業後どのような仕事をしているのか・学生に向
けたメッセージをご紹介します。

濱田　留衣

ファッションデザイナー

企画会議で話し合いながら、流行やブランドイメ
ージを踏まえつつ、色・素材・シルエット・デザイン
細部まで、日々考えています。

株式会社 アスコット

吉田  義貴
TRAILER-sh 代表

中井　万里江

個人アトリエ
縫 -nui-

私は今、アパレルメーカーでデザイナーとして勤務
しています。そんな私も、入学当初は初めてファッ
ションを学ぶ楽しさに、早く次の事を学びたいと
思うあまり焦って失敗する事も少なくありません
でした。

それでも今こうしてプロとしてお仕事できるのは、
神戸文化服装学院の先生方から、各人の個を尊重
してアドバイス頂けた事だと思います。そのおかげ
で自分のスタイルが確立できるようになったと思
います。

学生の皆さんに言えることは、日々が過ぎるのは
とても早く、先で後悔のないよう、なぜ学ぶのか、
自分の目的は何なのかを見つめ、常に挑戦する心
を持ち、学生の間にこそ色々な事を経験してみて
欲しいと思います。

自分のスタイルが確立できたのも
個を尊重して頂けたから。

case 1

case 2

case 3

case 4

case 5

自分の好きな「縫製」の分野で就職後、独立して
アトリエ『縫-nui-』をオープン。お直し・オーダー
を中心に得意分野を活かして活動中。

就職し、企業で経験
を積む。

●キャリアモデル

独立し、デザイナー
として活動中。

インターンシップで
在学中から現場体験。

●キャリアモデル

大手アパレルで一流
を目指し、日々研究中。

在学中は、デザイン・CAD・パターン仕立てなど、
基礎から学びました。そして、展示会やファショ
ンショー、ランウェイなど様々な事を体験しまし
た。作品を期日までに仕上げることは、楽しいと
思う反面、大変だと感じる事ができたのも良い
経験です。

私は縫製が好きだったので、卒業後はサンプル縫
製の会社に就職し、その後独立して、現在自身の
アトリエをオープンしました。

在学中は苦手な分野もありましたが、どんな事に
もチャレンジしてきて良かったと今はすごく実感
しています。皆さんも好きな事・得意なものを見
つけて、自分の道を進んでください。

どんな事にもチャレンジして、
自分の道を進んで欲しい。

在学中にオリジナルブランドを立ち上げる。
現在はメンズ・レディースの2ブランド、直営店2店舗
と自社工場を経営しています。

men's brand 「TRAILER」
ladies brand 「gogaku」

社会人である30歳の時、一念発起し服飾の道へ。
独学を試みましたが、洋裁の経験がなかった為、
知識と技術の習得に苦労しました。そこで、学校に
行く事を決意し、神戸文化服装学院に入学しました。

劣等生だった僕の質問に、先生は丁寧に応え指導
してくれました。又、アットホームな雰囲気だったの
も印象的です。
当然、4年制大学と比べて学校で学べる時間は少な
い訳ですが、服作りが楽しかった僕は学校で教わっ
た事を自宅に持ち帰り、習得するまで徹底的に練習
しました。

人それぞれ事情はあると思いますが、少ない授業
時間でも服作りは学べます。プロになれます。
その実証例の1つとして今こうしてここに一筆添え
させて頂く事を誇りに思います。

劣等生でも努力すればプロに
なれます。僕がその証です。

高見　憂介

オリジナルブランド
victoire by you

王　丹妮

パタンナー
株式会社イズム

No.9　卒業生メッセージ
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学外コンテスト off campus contest

一般社団法人NDK日本デザイン協会が主催するファッションデザインコンテスト。大学・高校
・専門学校の学生を対象に、デザイン画による予選を経て、有名デザイナーや新聞社、テレビ局
など、厳しい目を持つ方々から審査されます。ファッション関係業界を目指す若者にとって夢を
実現させる大きなチャンスとなるコンテストです。

NDKファッション
デザインコンテスト

文化服装学院連鎖校協会主催。文化服装学院の連鎖校ネットワークは
全国に広がっており、その数はおよそ70校にもなります。その文化服装
学院連鎖校の学生を対象とした、ファッションデザイン画のコンテスト
です。

全国連鎖校協会ファッション
デザイン画コンクール

優 秀 賞 (大阪市長賞)
福永　華那子
ファッション本科

キッズファッション
デザインコンテスト神戸

リメークファッション
コンテスト

吉川　利佳神戸市長賞三木　舞里入　選

きものファッション
コンテスト

三木　舞里入　選

ファッションシューズ
デザインコンテスト

入　　賞
松本　菜月
技術専攻科

グランプリ
福永　華那子
ファッション本科

奨  励  賞
篠崎　未彩希
ファッション本科

賞作受の近年 品

その他、主な過去の実績 その他、主な過去の実績

濱田 留衣大 賞 吉岡 栄美入 賞

NDKファッションデザインコンテスト

木畑  恵梨香準グランプリ 矢野　鈴巳入　賞

全国連鎖校協会ファッション
デザイン画コンクール

佐藤　圭悟準グランプリ 福永　華那子ユニーク賞

No.10　コンテスト
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教員・講師紹介 Faculty and Instructor introduction

いつの世にも、「美しいものを創造する」
事の喜びは深いものです。

わたくしたちは、このようなことを願って、
みなさま方と一緒に

服装の研究をして行きたいと考えております。

それが、わたくしたちの最も身近で、
最も関心の深い服装に生かされるようになりますと、

わたくしどもの毎日は、
本当に楽しく生 と々してくるでしょう。

楠  紀代子
ファッションプランニング

岡部  昭子
基礎縫い・服飾手芸

永  貴子
基礎製図

泉  季衣
IT実習

田淵  碧
ニット

高島  純子
立体裁断

田中  弓子
ファッションイラスト・デザイン企画

吉川  利佳
服飾造形実習・パターンメーキング

井本  由紀
CAD実習

杉山  恵美子
和裁・着付け

清水  栄子
就職サポート

佐藤  慎権
TRパターン

中西　省伍
ファッションスタイル画・流行解説

KOU
ファッションヘアー

CHIHIRO
メイク

松本  政子学院長松本　一子理事長

年間スケジュール Annual schedule

21 22

始業式
入学式

資格検定開始
特別授業(TRパターン前期 等)

パターンメーキング技術検定(筆記)
ファッションビジネス能力検定

ファッションビジネス能力検定
ファションシューズコンテスト 等

冬季休暇
洋裁技術認定の試験勉強期間

洋裁技術認定

ファッション販売能力検定

ファッション色彩能力検定

創立記念日
進路相談

ファッションショー
卒業・終了作品展
第三学期終了
卒業式
春季休暇

ファッション色彩能力検定

夏期休暇

パターンメーキング技術検定(実技)
ファッションショー見学

校外学習
特別授業(TRパターン後期 等)

連鎖校デザイン画コンテスト
ファッションコンテスト

ファッション販売能力検定

校外学習

第一学期開始
就職活動開始

第一学期終了

第二学期開始

第二学期終了

第三学期開始

月４

月５

月６

月７

月８

月９

月10

月11

月12

月１

月２

月３

No.11　講師紹介
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23 24

地　図

History since1941

School scenery

1 2 3 4

5

6 7

1.2. 学院内の様々な場所にトルソーや参考衣装があります。 3.4.5. 通常授業を行う教室。 ６. 多目的ルーム。 7. テキスタイルストックルーム。

学院のあゆみ Surrounding environment周 辺 環 境

学院の風景

80年に及ぶ歴史と伝統のある学院として、ファッション都市神戸
の地から各時代のニーズに即した人材を輩出してきました。これ
からもそのスタンスは変わらずに、しっかりとした基礎と高度な技術

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
に取り組んで参ります。

1941 『扇港洋裁女学院』を創立

1945 兵庫県認可

1947 校舎増築落成

1949 財団法人認可

1956 校名を『学校法人 神戸文化服装学院』に改称
東京・文化服装学院の連鎖校となる

1977

校名を『専門学校 神戸文化服装学院』に改称
学校教育法改正により専修学校に昇格

1950 私立学校法により学校法人に
組織変更・認可

1966 創立25周年を迎える。

1991 創立50周年を迎える。

2009 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学科に改編

2012 技術専攻科Ⅱをファッション研究科と改名

地下鉄 西神・山手線
大倉山駅 東１番出入口から 徒歩０分

J R
神戸駅 北口から 徒歩10分

阪神／阪急
高速神戸駅 14番出入口から 徒歩9分

2016 創立75周年を迎える。

1994 文部科学省より専門士称号付与校となる

大倉山
公園

中央図書館

荒田公園

湊川公園

湊川公園駅

湊川駅

新開地駅

ハーバー
ランド駅

神戸大学医学部
付属病院

神戸家庭裁判所

神戸文化ホール

神戸中央体育館 神戸ポートタワー

阪神高速３号神戸線

県庁前駅

花隈駅

みなと
元町駅

阪急
神戸
本線

阪急
神戸
本線

JR
神戸
線

JR
神戸
線 元町エリア

ハーバーランドエリア

N

神戸文化
服装学院

大倉山駅
地下鉄

西元町駅

高速神戸駅

神戸駅

至神
戸三
宮

元町
駅

阪神
本線

阪神
本線

地
下
鉄
海
岸
線

地
下
鉄
海
岸
線

地下
鉄西
神・
山手
線

地下
鉄西
神・
山手
線

神戸電鉄有馬線

神戸電鉄有馬線

姫　路

◆ 各主要駅から最寄り駅まで

加古川

明　石

西

方

面

東

方

面

宝　塚

大　阪

京　都

新長田

JR神戸線 / 約50分

地下鉄西神・山手線
約10分

阪急今津線 / 約15分

JR神戸線 / 約40分

JR神戸線 / 約20分

JR神戸線 / 約30分

JR京都線 / 約60分
三ノ宮

神戸三宮

三宮

舞　子
JR神戸線 / 約15分

地下鉄西神・山手線
約3分

阪急神戸線 / 約15分
西宮北口

大倉山
(学院前)

約70分
姫路 ▶ 大倉山

約60分
加古川 ▶ 大倉山

約35分
明石 ▶ 大倉山

約30分
舞子 ▶ 大倉山

約50分
宝塚 ▶ 大倉山

約50分
大阪 ▶ 大倉山

約80分
京都 ▶ 大倉山

No.12　その他
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松本　菜月
技術専攻科

広い舞台の上でも目立つ事、細部までしっかりと
作り込むことを意識してコンテストに挑戦しまし
た。先生方のアドバイスや仲間からの応援もあって
最後まで頑張れて楽しかったです。卒業後はデザ
イナーとして、今回取り組んだように良い仕事を
していきたいと思います。

衣装デザイン制作

26

ここは

学舎です。

美 を
ファッション

ファッション

ファッション

ファッション

喜び を

夢 に

笑顔 で

学んで、
創って、
囲まれ、
過ごす、

25
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