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ファッションセミナー
ブンカスプリングスクール

5/24SUN
ブンカサマースクール

7/26SUN
• 8/23SUN

プレミアムスクール

8/6THU - 8/7FRI
金沢文化服装学院ってどんなとこ？
学校説明・在校生によるプレゼンテーション・卒業生によ

るトークイベント・ファッションショーとカナブン盛りだくさ

んな一日を体感できます。

学校説明会
4/11SAT - 3/6SUN
学科説明からキャリア相談まで
学校・学科についての説明会と施設見学。アドバイザーが

親切丁寧に対応いたします。

体験入学会
5/17SUN - 3/21MON
カナブンの体験授業イベント！
全 6講座から好きなコースを１つ選んで学びや実習をじっく

り体験できます。

BUNKAFASHIONRENAISSANCE
2/9SAT  -2/14SUN
制作作品を発表するメインイベント
作品の展示からファッションショーまでカナブンでの学び

の集大成が集約された２日間！

カナブン祭
10/31SAT - 11/1SUN
ファッショナブルな学園祭
学生によるファッションショーやダンスやバンド演奏など大

盛り上がりのイベントとおしゃれ学生によるフリマ開催！

学校法人 金沢文化学園
専門学校金沢文化服装学院
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自分が大好きなことなら、誰にも負けないくらいガンバれる。

そう思いませんか？

ファッションは競争。

ガンバらなければ勝てない、勝てなくては夢はつかめない。

たくさんガンバった人が勝つ。

あなたの大好きなファッションで、人一倍ガンバれたら

「誰にも負けない自分らしいあなた」

になれるはず。

ファッションの仕事は、

誰よりもガンバる覚悟のできない人にはすすめられません。

金沢文化服装学院は、誰よりもガンバることを決めたあなたに、

ガンバり方を教えてくれる講師がいる

ファッションデザインとファッションビジネスの専門学校です。

好きを実力に

MAKE
ABILITY
OF
FASHION



03 04

HISTORY
PRO-
FESSIONAL CLASSMATE

SWOT
TIME

創立 60 年の伝統と実績

1955 年に創立した本校は、

時代の変化に合わせ、カリキュラム内容の充実をはかり、

ファッション業界にたくさんの優れた人財を送り出してきました。

これまで培ってきた伝統と実績による豊富なカリキュラムや就職実績などは、

ファッション業界から高い信頼を得ています。

ＳＷＯＴ ＴＩＭＥ（努力の時間）制度

「もっとここが知りたい！」「まだここが理解できない！」といった学生のために

毎日授業終了後、夜２１時まで講師がマンツーマンで学生の疑問に応えてくれる

「ＳＷＯＴ ＴＩＭＥ（努力の時間）制度」を採用しています。

少人数クラス担任制

少人数のクラス編成で各クラスには担任がつくので、

一人ひとりにきめ細かな指導が可能です。

服飾造形などの実技演習がメインの授業では、講師を２名配置する場合があり、

マンツーマン体制で学生からの質問に即対応できるように配慮しています。

講師はすべて現場経験者

本校の講師はそれぞれの業界での現場経験を３年以上積んでいるプロばかりです。

ですから業界直結の講義演習が可能なのです。

そうしたプロでしか知り得ない業界の楽しさ・厳しさといった、

現場での経験を学生に伝える事が

次世代のファッション業界を支える人材育成の第一歩と考えています。
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LOCATION

COLLABO-
RATION

世界有数の繊維生産地、北陸で学ぶ。

北陸三県には世界のトップブランドからも多くの注文を受ける、

高い技術を持つ繊維・衣料品の企業が集まっています。

また、全国のファッションコンテストで受賞を目指す新人デザイナーが、

独自の生地を開発するために訪れる企業も多数あります。

本校はそのような多くの企業と連携して、

世界最先端の技術や北陸独自の文化を体験できる課外授業や産地見学を

頻繁に行い、学生に地元産業の素晴らしさを伝えています。

地域社会や企業との連携

本校では毎年、金沢市主催の “協働のまちづくりチャレンジ事業” をはじめ、

“タテマチ学園祭” “金沢まちなか宵市” でのファッションショー、雑貨 × 作家マーケットなど、

ファッションを通し金沢の知名度アップ、

そして更なる地域活性化や地産地消の促進を目指す活動をしています。

ファッションの第一線を体感！
外部講師特別授業

カナブンでは県内外を問わず、ファッション業界の第一線で活躍されている方々を講師としてお招きし、業

界最先端の現場が今どうなっているのかを学べる特別講習を通常授業に加えて実施しています。

※以下 2014 年度までに行った講習の一例です。

・ヘアメイクカミオ 副社長　富田さん

・東京のセレクトショップ SHINZONE バイヤー　岡崎さん

・東京のファッションコワーキングスペース coromoza 運営　西田さん

・全国繊維産地とクリエイターを結びつける活動と、ロンドンにて Secori Gallery を運営　宮浦さん

・金沢のヴィンテージショップ Corpo Cirus オーナー兼バイヤー　桶田さん（本校卒業生）

・金沢のセレクトショップ Epochz オーナー兼バイヤー　小村さん

・三越伊勢丹ホールデイングス三越日本橋本店 マネージャー　石黒さん

・三越伊勢丹ホールデイングス バイヤー　越智さん

・東京で活躍する舞台衣装家　川口さん

・押忍！手芸部 部長　石澤さん

・金沢の着物屋きもの処 凛屋 代表取締役　若林さん

・某ファストファッションブランド マーチャンダイザー　渡邉さん

・hair salon soixante-deux（ソワサン -ドゥ）オーナー／ヘアメイクアップアーティスト　林さん

・中小企業診断士　石井さん

・日本政策金融公庫　宇佐美さん
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THINK
ABOUT
FAHION

Create AppealSell

ファッションの仕事

ファッション業界の仕事は大きく 3 つの分野に分かれます。

それぞれが関わり合い、それぞれの仕事を支え合っています。

“ファッションをつくる人” は現場の声を聞き、

よりお客様のニーズに合わせたモノ作りをしなければなりません。

“ファッションを売る人” はその商品の素材・機能性などを含めた

作り手の思いをお客様にしっかり伝える必要があります。

また、“ファッションの魅力を伝える人” は作品を

最大限に表現できる服を選ぶこと、

そしてその服が一番ステキに見えるように工夫すること。

そのためには服飾に関する専門知識や技術だけでなく、

感性を磨くことも大切になってきます。

様々な職種に目を向け、学び、自分が進みたい道を一緒に探しましょう。

ファッションをつくる人

Graduaters Works

ファッションを売る人 ファッションの魅力を伝える人

※ここに取り上げたものは目標とする職種の一部であり、また主な名称を用いて説明も標準的な内容です。　各企業により、同じ名称でも職務内容が異なったり分業化されています。

ファッションデザインをメインに広告やショップ展
開など、ブランドのイメージ戦略全般を手がけるク
リエイターのこと。ブランド全体のトータルなディ
レクションを行う。

店頭で接客する販売員で、一般的にはファッションアドバ
イザーと呼ばれる。お客さまの好みに合わせた商品選びや、
トータルコーディネートを提案できることが重要になる。

ブランドのデザイン全てを統括する人もいれば、ディ
レクターの指示でデザインする人など、立場によっ
て仕事の内容は様々。大手アパレル企業ではマー
チャンダイザーの市場調査に基づいて、トレンドと
売れ筋を計算した服をデザインすることが多い。

主にセレクトショップや百貨店に所属して、さまざまな商品
を買い付けて販売する。世の中のニーズを把握し、売れる
商品を仕入れるのが役割。流行に敏感な感性や売れるもの
を見極める目、的確な計算能力や交渉力などさまざまな能
力が必要とされる。

店頭ディスプレイを中心に、服の並べ方などショップをビ
ジュアル面でサポートする。ビジュアルコーディネーターと
も呼ばれる。

ビジネス面の全てに関わる仕事。ショップのバイヤーと商
談したり、新たな卸し先を開拓する。取引先や顧客が求め
るアイテムをクリエイティブ部門のスタッフに伝え、商品企
画に反映させる役割も担う。

クリエイティブディレクター（CD） ファッションアドバイザーファッションデザイナー／企画 バイヤー

ビジュアルマーチャンダイザー 営業 / セールス

雑誌、広告、映画などで使われる服を選び、人に着せつけ、
ビジュアル面を演出する。多くのスタイリストはタレント、
モデル、ミュージシャンなどが仕事のメインだが、一個人
をスタイリングするパーソナルスタイリストやショップスタ
イリストとして活躍する人もいる。

ブランドの広報、宣伝を手がける。プレスとは本来、報道
機関のジャーナリストや記者など、取材する側を指す言葉。
正確には「プレス担当者」「プレス係」と呼ぶ。

ファッション雑誌や本、Web など、誌面の企画とディレクショ
ンを行う。取材から原稿執筆など仕事内容な多岐に渡る。

ファッションを生み出すデザイナーの希望に応えて理想の
姿を表現する。近年はモデル自身が服をデザインするなど、
仕事の幅が広がっている。

スタイリスト プレス

エディター モデル

マーチャンダイザー（MD）
ファッションを商品という視点から、トレンドや世
の中の動きに合わせて、「売れるもの」を予測し、
それに沿った商品を創り出す仕事。調査→商品企
画→試作→生産というのが一般的な仕事の流れ。

平面のデザインをもとに、服を立体にするための型
紙＝パターンをつくる。服づくりのプロセスにおい
て、デザインと同等の重要な仕事。

販売計画に基づき、人や設備などから生産能力を計
算して、商品の製造までの一連の流れを管理する仕
事。工場とのやりとりが多く、生地、パターン、縫製
などの幅広い知識が求められる。また現在は、商品
を海外生産に頼る企業も多く、語学力があると有利。

パタンナー 生産管理CAD/ グレーダー
サイズに合わせた商品をつくるため、パターンを大
小の大きさにアレンジしていく。服づくりに関する
知識、技術だけでなく、アパレル CAD などのソフ
トウェアを使いこなせるノウハウも必要。

オーダーメイドでテーラードジャケットやスーツ、シャ
ツを仕立てる高度な技術を持つ職人的クリエイター。

映画や舞台、テレビなどの衣裳デザインにおいて、
特に責任ある立場の人。

テーラー コスチュームデザイナーグッズデザイナー / 雑貨クリエイター
アトリエやショップなどに勤めて、ファッション小
物の制作を行う。フリーランスとして自宅などで活
躍する人も。

藤田 悠人
遊学館高等学校（石川県）出身
デザイン専攻科　2010年度卒業

クルーンアソング銀座
マロニエゲート本店
 / 銀座店副店長、
メンズアシスタントバイヤー

森行 守
遊学館高等学校（石川県）出身
アパレル造形デザイン科卒業　2007年度卒業
 

株式会社
ティナアパレーション
 / 営業部

新濃 利康
石川県立金沢中央高等学校出身
デザイン専攻科　2008年度卒業

株式会社 クレイワークス
 / パタンナー

飛山 桃子
富山県立北部高等学校出身
ファッションビジネス科　2012年度卒業

UNITED ARROWS
green label relaxing
金沢フォーラス店
/ ファッションアドバイザー

パタンナー バイヤー 営業 ファッションアドバイザー

河内 駿
石川県立津幡高等学校出身
ファッションビジネス科　2012年度卒業

フリーランス
/ モデル

モデル

鳥居 佳奈
石川県立金沢西高等学校、石川県農業短期大学（現：石川県立大学）出身
アパレル造形デザイン科　2013年度卒業

株式会社 モンスター
 / パタンナー

パタンナー 、
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COURSE
あなたの “好き” という武器は、
知識や技術で
磨きをかける必要がある。

ファッションの仕事で自立するには、知識と技術が必要です。

本校には、ファッション業界で活躍する人材を育成する２つの学科と、

より高度な能力を身につけることのできる２つの専攻科があります。

各々の分野で、あなたの「好きという武器」を磨きあげて下さい。

１年次 ２年次 ３年次

ビジネス専攻科

ファッションビジネス科

ショップスタイリストコース

ショップマネジメントコース

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
科

卒　業

アパレル造形デザイン科

アパレルベーシックコース

アパレルクリエーションコース

アパレルテクニカルコース

技術専攻科

ア
パ
レ
ル
造
形
デ
ザ
イ
ン
科

START
NEW
COURSE
アパレル造形デザイン科
３年制コースを新設

アパレル造形デザイン科は、デザインから縫製まで、服づくりを総合的に学

ぶ学科です。これまで２年制 ＋ ３年目進学コース（デザイン専攻科：１年制）

という形態で、３年目において、より高度な知識と技術を学ぶことができる

教育体制を整えてきました。2016 年度より、現行の形態に加え、３年制のコー

スを新設いたします。

今回の３年制コース新設は、今後のアパレル業界を真に担う人材を育成するこ

とを目的としています。昨今の少子化の影響で、就職戦線は売り手市場（求

人数が求職者数を上回る状況）といえます。しかし、その様な状況下にあっ

ても、企業はより技術力や応用力のある人財を求めています。事実、３年制

学科を卒業しなければ受験することができない企業も増えています。

新しく開設するアパレル造形デザイン科３年制にご入学の皆さんが、記念すべ

き 1 期生として、充実した学生生活を送り、確かな進路に進むことができる

よう、本校教職員が一丸となって教育活動に取り組んで参ります。

取得目標資格
本校で学んだ専門知識や専門技術の実力を評価する検定試験
が各種あります。自分の目的・目標に合った検定を選び、チャ
レンジしましょう。
パターンメーキング技術検定
アパレル業界で活躍するパタンナーに要求されるパターンメーキングの専門
知識と技術の能力を、試験により評価・認定するものです。

ファッション販売能力検定
ファッション界で販売に関わる分野を目指す方々に、販売実務に必要な知
識・技術を身に付けてもらい、その実力をはかる検定です。

ファッションビジネス能力検定
流通・ビジネス分野での仕事に携わっていく際に必要な造形知識や技術、
専門知識をどの程度理解・認識しているか、その実力をはかる検定です。

ファッション色彩能力検定
ファッション、デザインなどに関連する仕事をする上で必要な色彩に関する
幅広い知識と応用力を証明する就職にも有利な検定試験です。

洋裁技術検定
服飾専門学校で身に付けた知識や技術を、審査・証明するものです。本校
のような服飾専門学校で学んでいる学生には実技免除の特典があります。

商品装飾展示技能士（ディスプレイ）
専門店やデパートで活躍するプロの装飾担当者が取得する資格で、国家資
格です。本校ではこの資格が在学中に取得できます。

ネイリスト技能検定
国際的に通用するネイリストの育成を目的に設定された検定です。

ラッピングコーディネーター認定
商品を包むテクニックだけではなく、ＴＰＯや送り手の気持ちになったラッピ
ングのマナーやルールを身に付ける、ファッション業界への就職を目指す人
はぜひ取得しておきたい認定資格です。

専修学校准教員資格認定「服飾」
教員としての教養や実力のレベルアップを目標とするもので、教育全般にわ
たっての講義が用意されています。

専門士【文部科学大臣告示】
専門学校の２年過程を終了すると「専門士」の称号が授与されます。本校
の卒業生は、「服飾専門課程専門士」となります。

卒業と同時に付与されます
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APPAREL
CREATIVE
DESIGN
アパレル造形デザイン科

パタンナーやデザイナーに必要不可欠となる

豊かなデザイン力や企画力などをトータルに学び、

ファッション業界で活躍するクリエーターを育成します。

３年制　2016年より新設

作品を実際に販売したりショーで魅せる技術を磨き、一流のクリエーターに

コース紹介 ２年次にコースを選択します。

アパレルクリエーションコース
フリーランスで活躍する人材・デザイナーを目指すコースです。クリエイティビティあふれる

デザイン力と創造力を養うために芸術面にも触れ美しいシルエットやバランスも考察でき、更

に時代にあったオリジナリティに富んだ作品を生み出す人材を育成します。

学生のニーズに合わせ、企業でもフリーランスでも活躍できるように、デザイン

だけではなくパターン教育にも力を入れています。服作りにおいてパターンの技

術は大変重要です。一部分だけではなく、トータルで物事を捉え、しっかりと

カタチに出来るクリエーターを育成します。

３年間を通して、デザイン、パターン（平面製図・立体裁断）、縫製に特化して

学んでいくのが特徴です。制作した服はイベントで販売したりショーでの使用を

目的として制作します。クリエーターにとっては他人に見てもらうことも大切で

す。色んな事にどんどんチャレンジできる機会が沢山あります。

アパレルテクニカルコース
パタンナー・企画職を目指したコースです。ファッション造形の理論と技術を総合的に学び

モノ作りの基礎から応用までを身につけ、高度な商品知識を持った人材を育成します。

Select Couses
卒業生の進路　
パタンナーやコスチュームデザイナーとして県内外はもちろん、海外でも活躍できる人材、また企画

職やＣＡＤオペレーターとしてトータル的に服づくりを見渡せる人材となり、活躍していきます。

In the Future

Graduaters Works : from 2014

株式会社クマモトニット
 / 縫製

夏休み中、アルバイト兼インターンシップをさせていただい

た株式会社クマモトニットに内定が決まりました。周囲は緑

で囲まれていて、とても静かで実家に近い環境に思わずホッ

としてしまいます。社長はとてもおおらかな方で、社員さん

もみな仲の良いアットホームな職場で安心しています。しか

し、仕事に関してはとても真剣に取り組んでおり、私もこの

皆さんの一員になるのだと思うと、とても気が引き締まります。

自分に合う職場はきっと見つかります。自身とよく向き合い

ながら無理をせず進路を決めることがいいと私は思います。

中村 雅美
Masami Nakamura
石川県立門前高等学校出身
デザイン専攻科　2014 年度卒業 

主な就職先
（株）オンワード樫山、（株）ＣＡＮ、（株）ＰＡＬ、

（株）ヤギ・コーポレーション、（株）ロングラン、

（株）エース、ジャバグループ、（株）ファイブフォッ

クス など　※順不同
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１年次では平面製図によるパターン制作、人体に合わせた補正や素材

別の縫製など服飾造形を中心に、立体構成の基本原理とデザイン表現

の基本技法をマスターしながら、ファッションクリエーターとして必要

な専門知識とプロとしての感性・感覚を養います。

ベーシッククリエーション オリジナルクリエーション

ファッション通信 民族衣装

パターンメーキング理論・実習 ファッション史

アパレル素材論 デザインＰＣ

ファッションコミュニケーション ブランド企画

コンセプトメーキング パターンマジック

自主研究 卒業・進級制作

【アパレルクリエーションコース】

ファッション商品知識 Fine Arts

【アパレルテクニカルコース】

実践パターン 立体裁断

１年次

２年次では平面による裁断理論を立体裁断の実習と合わせて、商品化

を意識したパターン製作技術の向上をはかるとともにデザイン発想を強

化して柔軟な発想力とハイセンスな感性を養います。

３年次はそれを更に深くつきつめる為にＣＡＤを使用したり工場への発

注書作成を行いオリジナルアイテムの製造を工場に実際に発注したりし

ます。また手縫いによるオートクチュールのスキルも学びこれまで以上

に完成度の高い作品づくりを行います。なりたい職業や学びたい内容な

どからアパレルクリエーションコースとアパレルテクニカルコースを選択

します。

２・３年次

服作りの仕事に就きたいという思いから、服飾の専門学校への進学を決め、地元から近いという

こともあって金沢文化服装学院へ入学しました。わたしは現在アパレル造形デザイン科に所属し、

デザインや、それを服にするための型紙（パターン）の作成、縫製技術など服作りに必要な技術

を学んでいます。自分でデザインしたものが形になっていくのが楽しくて、作業をしているといつ

もあっという間に時間が過ぎてしまいます。その中でもわたしは、1 枚の紙から服を立体にしてい

くパターンに楽しさを覚え、日々勉強しています。デザイン画から想像して仕上がりを考えなが

らパターンを引き、トワル（※１）を組んで確認して、思うような形になるまで何度も修正を繰り

返し、イメージ通りに仕上がると本当に嬉しいです。その何度もやり直すという過程で、自分が

着実に成長していると感じます。いろんなアイテムのパターンを引くたび新しい発見があって、もっ

とたくさんのいろんな服のパターンが引きたいです。 卒業後は、パタンナーとしての就職を希望し

ています。学校で勉強する中でパターンの奥深さを日々実感しています。就職しても、学び続け

ていきたいです。

※１…実物制作の前に仮の布で組み立てること。

About Study

ワタシと時間割
わたしが 1 番好きな授業は、今も現役で活躍されている荒川先生が講師を勤める「実践パター 

ン」という授業です。 実践パターンは、教科書の方法だけにとらわれず色々な視点から想像し、

考えてパターンを引き、より実践的なことが学べる授業です。自分の思うように 1 から製図する

ため、イメージ通りに仕上がったときは本当に嬉しいです。授業の中で、1 ミリ 2 ミリのずれや、

ラインの繋がり、美しさが直接的にシルエットに影響するということを痛感しました。来年次もま

だまだ沢山学んで、経験を積んでいきたいと思います。

和平　瞳
Hitomi　Wadaira 
富山県立入善高等学校出身
アパレル造形デザイン科３年

（現デザイン専攻科） 

自分を成長させるもの　それは挑戦！！

コンセプトメイキング
服作りにおける最初の作業がデザイン画を描くことです。アニメや漫画
とは違うファッションイラストレーション独特のプロポーションの取り方
やポージングから素材表現までを基本的に学び、コンテストやポートフォ
リオの制作でも通用する表現の方法をデザイン画を通じて身につけます。

パターンメーキング
工業用ボディーを使った既製服生産に用いられる製図方法です。生産性
の高いパターンメーキングテクニックの基本をドラフティング（平面製図）
やドレーピング（立体裁断）などの技法で学びます。

オリジナルクリエーション
ベーシッククリエーションで様々なアイテム制作を学び、オリジナルクリ
エーションではそれを応用させて、自分が作りたい作品を制作します。
また、他人を感動させる服づくりは沢山の時間をかけたリサーチが重要。
この演習を通して、自分はどんな服を作りたいのかについても学びます。

アパレルＣＡＤ
基本的な平面製図を学び手書きのパターンメーキングを理解した上で学
ぶのがＣＡＤの授業です。製図をパソコンに入力、データ化し展開・縫
い代付け・マーキングそしてグレーディングなどの機能やオペレーション
テクニックと理論を実習を通して学んでいきます。ＣＡＤを使いこなすこ
とが出来れば必然的に就職活動に大きなプラスとなります。

Pick up Curriculum
服づくりの基本技術を習得し、
クリエーターとしてのプロの感性を身につけます。

立体裁断という授業でバラの形の袖に挑戦しました。 平

面製図からだけでなく、実際にボディに布を当て、立

体的に型紙を作る立体裁断という製図方法も学んでい

ます。平面と立体両方を学ぶことでパターンを引く時の

選択肢が広がり、平面で製図しているときに立体での

形がイメージしやすくなります。立体裁断でしかできな

いデザインにも積極的に挑戦していきたいと思います。

PICK UP

CAD

アパレル
素材論

民族衣装

Fine Arts

ベーシック
クリエーション

ブランド
プランニング

デザイン PC

コンセプト
メーキング

ファッション史

実践
パターン

立体裁断

ファッション
商品知識

色彩学

自主研究

オリジナル
クリエーション

SWOT TIME

M O N

1

2

3

4

5

6

7

T U E W E D T H U F R I

09:30

10:20

10:30

11:20

11:30

12:20

13:20

14:10

17:30

14:20

15:10

15:20

16:20
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布地からデザインを考える

gorgeous
コスチュームデザイナーを目指している藤井さんの作品はトップスとス

カートのセットアップです。

「エレナは自分のボディーに自信があると思うんです。趣味の乗馬でお

腹も鍛えられているから、お腹みせたい、みたいな（笑）。」

トップスはたっぷりのギャザーを入れ、スカートはマーメイドラインのデ

ザインにし、切り替えをたくさん入れました。またラメやラインストーン

を散りばめ、シンプルなシルエットの中にボリュームを感じられるデザイ

ンにし、ゴージャスさを演出しています。ギャザーや切り替えはベルベッ

ト生地の他に使用した黒のレース生地との中和のためでもあります。

「ベルベットは重いし、扱いがいろいろと大変でした。でもその分、出

来上がった時の達成感がすごくあり、がんばってよかったなと思いま

す。」

最近は Twitter などでオリジナル作品を発信し、受注もあったとか。

「自分ブランドが少しずつ口コミで広がって、オーダーメイドの仕事も

徐々にしていけたらなと思っています。」

「マイブ ランド」授 業 で 製 作した 藤 井 さん のブ ランドは〝Twilight 

Protagonist（トワイライト・プロタゴニスト）〟で、全て一点のみしか

製作しないのがコンセプトだそうです。

「トワイライトは薄明かりという意味で、日の入前と日の出後の怪奇現象

が起こりやすい時間帯なんです。夕焼けが残る時間帯の黄昏時の意味

も含めて、「たそがれ」は昔「たそかれ」と言って、暗くなって人の顔が

分からず「誰そ彼（誰ですかあなたは）」とたずねるくらいの時という

意味がありました。プロタゴニストは主人公という意味なので、誰かわ

からない主人公に対して「あなたは誰ですか？」という問いかけがブラ

ンド名の由来です。」

「あ な たは 誰 で す か？」という意 味 を 込 めた 藤 井 さん の〝Twilight 

Protagonist〟は ス タ ジ オ

撮 影に適したデ ザインを意

識しているとのこと、「〝不

思議ちゃん系〟の人に着てほ

しいです（笑）。」

藤井さんの服づくりは常にコ

スチューム的なデザインを目

指しているそうです。

藤井　綾花 Ayaka Fujii
富山県南砺福光高等学校出身 / アパレル造形デザイン科 3 年（現デザイン専攻科）

Close up
Creations

feminine

八杉さんはベルベット作品で “ねじり” のディテールに挑戦しまし

たね。

「女性らしいシルエットが好きで、胸元と袖にベルベットの生地で

ねじりを入れることで、より立体感とボリュームが出て女性らしく

なると考えました。」

ベルベットは扱い方、縫製共に難易度の高い素材。“マイブランド”

でもベルベットを使用していましたが、

「コンセプトは女性らしさです。私のブランドは色と形で女性らし

さを表現し、高級感がある服を提案したのですが、ベルベットの

色と生地の風合いがブランドに合っていたので使用しました。こだ

わりは、女性らしいシルエット。“バストとヒップを強調させ、ウエ

ストは細くしぼる” といったことに対して、どういったディテールに

すれば女性らしさが出るのかを考えデザインし、パターンを製作し

ていくことが大変でした。」

八杉さんは私服、作品共に女性らしいものが多いですね。ファッショ

ンに目覚めたきっかけは、お母様との洋服選びだそう。

「小さい頃から母が洋服を一緒に選んでくれたりしてお洒落が好き

でした。また高校に入って服作りを始めると、より一層ファッショ

ンに拘りを持つようになりました。」

集大成でもある３年生ではどんなことをしていきたいですか？

「クリエーションを通してよりディテールの細かい物、実践パターン

を通して複雑なパターンを学び、デザイン性の高いものを制作する

知識を身につけたいです。」

こう意気込みを語ってくれた八杉さん。3 年目の作品にも期待が高

まります。

「将来は、学校で身につけたデザイン力や縫製やパターンの知識を

生かし、ファッションに大きく関われる仕事をして行きたいと考え

ています。」

八杉 香奈 Kana Yasugi
福井県立三国高等学校出身 / アパレル造形デザイン科３年（現デザイン専攻科） 

“女性らしさ” をコンセプトに、生地からデザイン、ディテー

ルにもこだわり抜いたマイブランド「Showy」

意 味 は show 魅 せ る、y（ou）あ な た。お 客 様 が

showy の服を着ることで、人前で自分自身を美しく魅せ

ることを提案する。

PICK UP

有志 4 人で立ち上げた〝開花〟をコンセプトにしたコレク

ションブランド「Bloom」に全力で取り組みました！

冬の金沢に少しずつ花が咲いていき春の訪れ、またここ

金沢が今後ますます都市として開花していくという二つの

意味が込められています。イメージを大切に色と素材にと

にかくこだわって制作しました。

PICK UP

cute

「エレナは超売れっ子でかわいい感じ女性だと思ったんです。キリっ

とした感じの人じゃなくて、かわいい感じの人」

坂下さんの作品は赤いベルベット生地を使用したワンピース。ビス

チェやウエスト部分の丸いライン、黒のレースやパールの使用と、

〝女性らしさ〟を意識したそうです。

「レースやパールは女性の特権ですから（笑）」

ウエストの切り替え部分にこだわり、特殊な技法を用いてフレアー

（※１）が隠れているデザインに。また、スカート丈や生地の裁断の

方向など、色々なことにこだわり、重くなりすぎないよう〝可愛い

らしさ〟を表現しています。

「ベルベットは高価な生地で、自分では買えないのでとてもよい経

験になりました」

高校生の時、雑誌「ZIPPER」を愛読し「服の道もありかな」と

考えるようになったそうです。小さい頃はリカちゃん人形やシルバ

ニアファミリーなどの着せ替え人形が大好きだった坂下さんは「自

分は服を売るほうではなく、つくる方かな」とアパレル造形デザイ

ン科に入学しました。

「高校の時は学校、部活と忙しく、年に数回しか私服を着れなかっ

たんです。おしゃれがしたいワンピースが着たいと思い、徐々に自

分に合う、自分の着たいものを作っていきたいという風に思うよう

になりました。」

将来はファッションデザイナーとしてレディースブランドを持つこと

が夢。卒業はまだ先だが、目標のために、首都圏の就職先を検討

しているそうです。

「3 年生は 1、2 年よりも時間できると思うので、自分のものづくり

をじっくりしたいと思います。」

※１…裾広がりになっているスカート

坂下 美月 Mizuki Sakashita
石川県立小松明峰高等学校出身 / アパレル造形デザイン科３年（現デザイン専攻科） 

02

01

03

一眼レフとメジャーとノート。 趣味のイベント時には必ず持参するわたしのマ

ストアイテムです。写真を撮らせてもらい、そこで出会った知り合いにモデル

の依頼をし、採寸をしてノートにメモをします。 モデルに似合いそうな衣装を

イメージしノートに描いていきます！

アパレル造形デザイン科 2 年次の課題「布地からデザイン」では、昨年度は〝ベルベット〟を使用。

生地の特性や縫製技術を学んだ後、共通のデザインテーマ（ペルソナ）を設定し、各自オリジナルデ

ザインに取り組みます。
【デザインテーマ】架空の人物〝エレナ〟が着るベルベット。売れっ子モデル、女優でもあるエレナが、業界人が集まる夜のパーティーに自分を売り込むために着て行くド

レスのデザイン。

Name：ELENA（エレナ） / Age：20 代後半 / Job：女優、モデル / Hobby：乗馬、ヨガ、スムージー作り / Off：朝のマラソン、プール、ジム、映画鑑賞、行きつけのバー 

/ Favorite magazine：VOGUE（ヴォーグ） 

PICK UP

My must Items

１年次作品

モデル：山本 莉子

２年次作品

16

た かれ

たそがれ
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APPAREL
CREATIVE
DESIGN
アパレル造形デザイン科

幅広い知識を持ち一貫した仕事が出来る人材の育成

パターンやデザイン力だけではなく

布地特性を知り細かい手作業もこなす、

どの現場でも求められる人材を育成します。

ベーシックコース
1 年次で学んだデザインとパターンの基礎を通して更に洋裁全般を総合的に学ぶ為、色んな

布地に触れ、その布地ならではのパターンの作り方や縫製を研究します。ミシンだけでは補

えない商品にも対応するために手工芸も取り入れてリフォーマーなど広い知識と経験が無け

れば出来ない仕事にも就けるように勉強していきます。昨今のファッション業界では、何か一つをつきつめるのももちろん大切ですが

柔軟に色んな事に対応できる人材を求めています。「パターンだけしかできない」

「縫うことしかできない」ではなく、どの視点からも提案が出来トータルで商品

作りができる、どの企業からも求められる人材を育成します。

２年間を通して基本的なデザイン、パターン、縫製を学ぶのはもちろん、そこ

から更に深く研究し、パターンと素材の相性や裁断・縫製に関してどういう方法

が効率がよいのか、きれいに仕上がるのか、と考え、作るだけではなく人に見

てもらって着てもらう機会を増やし、更なるスキルの向上を目指します。

About
卒業生の進路　
知識・技術を活かし、さらに成長することで商品企画にも携わることができる人材に。リフォーマー

や縫製オペレーターのような技術と迅速な対応が求められるスペシャリストとして活躍していきます。

In the Future

Graduaters Works : from 2014
株式会社ミヤモリは主にスイムウェア、スポーツウェア、学

校衣料などを縫製している企業です。

私がこの企業に決めた理由はカナブンの卒業生もがんばって

いるとお聞きしたことや育児休暇をとったあとも戻られる人

も多いことから働きやすい環境なのかなと思ったからです。

就活の履歴書は先生に何回もチェックしてもらいました。

将来自分のしたいことがわからなくて先生にいろいろ聞いて

もらったのを鮮明に憶えています。私は将来語学留学をした

いとカナブンに入学する前から思っていたのでこれから貯金

も頑張ります。

立派な社会人にちゃんとなれるかちょっと自信ないですが頑

張ります！！！

中島 瑠依
Rui Nakajima
富山県立石動高等学校出身
アパレル造形デザイン科 2 年
2014 年度卒業 

主な就職先
（株）ランブール、（株）モンスター、丸福縫製（株）、

（株）クマモトニット、（株）ミヤモリ、（株）フー

プスターサカイ　など　※順不同
2年制

株式会社ミヤモリ
 / 縫製

学科概要
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１年次では平面製図によるパターン制作、人体に合わせた補正や素材

別の縫製など服飾造形を中心に、立体構成の基本原理とデザイン表現

の基本技法をマスターしながら、ファッションクリエーターとして必要

な専門知識とプロとしての感性・感覚を養います。

１年次

2 年次では平面によるパターン制作や裁断理論の向上をはかりながら商

品化・実践的な仕事と同じ要領で作業をこなしていきます。完成品に

至るまでを創造力をはたらかせてイメージし、それに最もふさわしいパ

ターンや縫製の方法を導き出していく力をつけます。

２年次

皆さんにも夢があると思います！ 僕にもあります！ ミラノコレクションでデザイナーとして活

躍する事です！ 夢はでっかくです。因みに小学生の頃は『プロサッカー選手になってワール

ドカップに出場し、優勝へ導きます』と卒業作文に書きました。夢はでっかくです（笑）。そ

んな僕は中学テニス部に入部しました。

前説が長くなりましたが、カナブンに入学した目的は 1 つで、『デザイナー』になるためです！

その為に今はクリエーションという服の製図や、縫製といった実技から、素材論という素材

の知識を学ぶ授業、ファッション商品知識ではアイテムの名称、由来などを学び、ファッショ

ン史では服の歴史を学びます。ファッションとはループしていくので歴史も大事な授業です。

デザイン画では自分の個性を引き立てながら、デザイン画のクオリティを上げていく授業な

ど色々学んでいます。大変と言われると大変ですが、『好きな事』なので頑張れますし、何

と言っても楽しいです！

そして卒業後はまずはデザイナーを目指し、最終目標は最初にも言わせて頂きましたがミラ

ノコレクションで活躍する事です！

About Study

ワタシと時間割
僕はアパレル造形デザイン科なので好きな授業はやっぱり『クリエーション』です！初めて

服を作る時はちゃんと作れるか不安な気持ちもありましたが、先生が分からない所は分かる

までほんとに丁寧に教えて下さいます。不安よりもそれ以上に楽しみだというのが大きかっ

たです！と同時に服を作る大変さをしみじみ感じさせられました。

なので服が出来上がった時の嬉しさはもう作った人にしか味わえない喜びと感動がありま

す！！

今頑張っている事は・・・・・・・・・・全部です！

やっぱり好きな事は何でも頑張れます！これからも新しい発見

をして、知らなかった事も沢山身につけて学生ライフは楽し

く、貪欲で、ストイックに過ごせていけたらいいなと思います。

PICK UP

僕、私の夢風船

Pick up Curriculum
ファッションについて、全てを学ぶ

中嶋 悠太
Yuuta Nakashima
富山県立志貴野高等学校出身
アパレル造形デザイン科 2 年

デザイン画
服づくりにおける最初の作業がデザイン画を描くことです。服は人が着
るものなので、ここで言うデザイン画はアニメや漫画とは少し違います。
この演習を通して、自分が作りたいイメージをどんどん膨らませて描く
力だけでなく、事前にどのような服になるのかを、様々な人々に正確に
伝えるツールとしてのデザイン画を描ける力も身につきます。

アパレル素材論
アパレル業界で必要不可欠な、服作りのプロになるための基礎知識を学
びます。デザイン・パターン・縫製、と全てのことに関わってくる素材
の知識を増やすために天然繊維・化学繊維など布地の成り立ちから学
び、それぞれの特性を知ることでよりよい服づくりができるようにします。

アパレルクリエーション
ベーシッククリエーションを通して基本的なアイテムを作ることが出来る
ようになったらそれを更に深く、そして実践的に使える技術・資料を増
やしていきます。コストの面も考えたマーキングの考え方、現場でも活
用できるようなファイルの作成などをしていきます。

ベーシッククリエーション
服づくりの基本となる、人体の構造を学び採寸します。また、人体を包
む衣服の基本形である｢原型｣作成後、基本アイテムの制作をすることで、
パターンメーキング、縫製の基礎知識･技術を習得していきます。

ベーシッククリエーション オリジナルクリエーション

ファッション通信 民族衣装

パターンメーキング理論・実習 ファッション史

アパレル素材論 デザインＰＣ

ファッションコミュニケーション ブランド企画

デザイン画 自主研究

卒業・進級制作 ファッション商品知識

トレンド情報 アパレルクリエーション

ファッションコミュニケーション 色彩学

HR
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夢が見つかった瞬間、
そのためへのスキルアップ

私は幼い頃から工作や手芸など、自分で何かを作るのが大好きでした。図工の時間や家庭科の時

間は一生懸命ものづくりに没頭し、色んなものをつくっていました。高校もものづくりに力を入れ

ている学校に入学し、T シャツやカバン、オリジナルの生地などを作っていました。高校最後の

制作で洋服をつくった時、なかなか思うようなデザインにならず、悔しい思いが残りました。その

時に、もっときちんと服を作りたい、服作りの技術を身につけて、自分のアイディアを形にしたい

と思い、この学校への入学を決意しました。

今、学校では、パターンの引き方やファッションの歴史、また、パソコンの使い方やプレゼンテーショ

ンの仕方など、ファッションに関わることを幅広く学んでいます。私は自分の好きなショップの販

売員となることが目標ですが、卒業後も学校で培ったスキルを活かし、ずっと成長していきたいと

思っています。

藤原 今日子 Kyoko Fujihara
福井県立科学技術高等学校出身 / アパレル造形デザイン科 2 年 

PICK UP

今しかできないこと、
全てを全力でがんばりたい

私がカナブンに入学しようと思ったきっかけは、自分の母親です。小さい頃から手先が器用で、手芸

や洋服を作る母をずっと見てきて、いつか母のように自分の作りたいものを作れるようになりたいと思

い、ファッションの道に進む決意をしました。しかし、決意したものの学校生活はなかなかハードです。

何回も心が折れそうになることがありましたが、いつか自分のためになると思い、頑張っています。

私の将来の夢は、金沢の中心部に生地屋さんを開くことです。かわいい生地も取り扱い、カナブン割

りが利く、カナブン生のための生地屋さんです（笑）。生地屋さんのお仕事をしながら、自分のオリジ

ナル作品を制作する、それが夢です。でも、まずはいろいろな経験がしたいので、アパレル企業に就職し、

パタンナーとして就職予定です。多くのことを学びたいため、3 年目に進学も検討しています。

今しかできないことはたくさんあります。だから、すべてを全力でがんばりたいです、というかがんばっ

ています！金沢文化服装学院に入学して、色々な機会があり、様々な経験ができるようになりました。

この学校に入学して良かったと、今心の底から思います。

勘崎 萌子 moeko kanzaki　 石川県立加賀高等学校出身 / アパレル造形デザイン科 2 年 

今私は、自分のスタイルを見つけ出すことをがんばってい

ます。ありがちなコーディネートにも他の人にはない自

分らしさを取り入れることができたらいいなと思い、模索

中です。この服が着たいからこのコーディネートにしよう

という発想になってしまいますが、私はこれが好きだか

らこれを作る、これがいいと思うからこれが欲しいと自

分から発信できるように自身の世界を広げていきたいで

す。

PICK UP
02

03
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私にとって服は生き甲斐！

私は小さい頃から両親のおかげで、服に囲まれた生活をしています。だから

服が大好きで、いろんな服を着たり、見たりしています。高校生くらいにな

ると自分の好きな系統も決まり、土日に友達とお洒落をして街に出かけるこ

とが唯一自分らしい時間で、とても楽しみで仕方がありませんでした。

金沢文化服装学院に入学した理由は、母親が通っていた影響もありますが、

可愛いものを作って可愛い服を着て素敵な空間で楽しい事をしたくて、入学

しました。もちろん、ただ楽しい事だけできるわけではありません。難しい

勉強もありますし、中々やりたい事をする時間がなく、不満が募る時もあり

ますが…服に関わる事をできているので、高校の勉強とは違い、すごくやり

がいがあります！高校生までは服をメインにして生活ができていませんでした

が、今は毎日服をメインに生活できていて、とても幸せです。学校生活は毎

日違う服を着ています。

わたしは服には凄い力があると思います。イマイチな服装で過ごしている日

は気分が良くなくて、やる気まで出ません…逆に可愛い服装を着た日は凄く

気分も良くてやる気も出ます！だから毎日素敵な服装をしたいです。そしてい

ろんな系統の服装を着こなせるようになりたいです！私にとって服は生き甲斐

なので無くてはならない存在です。

まだまだ技術も無くて失敗ばかりですが、これからもっと学び、技術をつけ、

私にもこんな素敵な物が作れるんだよって自慢できるぐらいに素敵な作品を

作りたいです。私は作品を作るだけではなく、みんなで楽しいことをするが

大好きなので、イベントや個人の活動にも力を入れて、楽しくてやり甲斐が

ある毎日を送っています。

今は小さい努力から積み上げようと、毎日好きなファッションの画像を集めた

りデザイン画を描いたりして、自分のアイディア集めをしています。アイディ

ア集めの大切さを凄く学んだので、毎日続けようと思います。音楽や映画や

美術館や本…など様々な所にアイディアはあります。なので、いろいろ聴い

たり観たりしてアイディアを集め、自分の個性にしていきたいと思います。

中々やりたい事を学べる人は少ないと思うので、両親に感謝して毎日の学校

生活を有意義に過ごしていきたいです。

クラスの人数は少ないですが、皆で助け合って楽しみながら頑張っていきた

いと思います。先輩も皆優しくて素敵な場所です！

新谷 木鳩 Kobato Shintani
遊学館高等学校（石川県）出身 / アパレル造形デザイン科 2 年 

School Life

01

上）モデル写真。左から順に学校案内 2016 表
紙、オープンキャンパス 2014 ポスター、加賀ロ
リプロジェクトモデル
学校広報物に限らず、個人の活動でも精力的に
モデルをこなしています。
下）修了作品のデザイン画
右）修了作品
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入学して約 1 年、考えが少し大人になり、積極的になっ

たように感じています。今まで自分の性格、自分がど

んな人間なのか分からなかったのですが、それが少し

だけ見えてきました。例えば、私は “他の誰かのために

頑張れる人なんだな（笑）”。春休みの課題は着て欲し

い友達のために頑張っています！自分の長所も言えるよ

うになりました。自分が少し分かってきて嬉しいです。

自分の好きな服装、自分の世界観をこれから見つけ出

していきます。
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FASHION
BUSINESS
ファッションビジネス科

専門知識と技術を持った、トータルコーディネートを提案できる人材の育成

ファッションアドバイザーやスタイリストに必要な

ファッションビジネスの基礎や販売実務を学び、

ファッション業界の最先端で活躍するプロを育成します。

流通業界において即戦力となれる、知識･技術･人間性を有する人財の育成を目

的としています。消費者の顕在的な欲求に応えながらも、潜在的な欲求を引き

出せるようなスキルを様々なワークを通して磨いていきます。

ファッション業界の仕事は、「他人＝お客様」の人生をより素敵に演出する、自

分の “好き” なことで誰かの役に立てるお手伝い業。

２年間を通して、接客･販売、マーケティング、マーチャンダイジング、マネジ

メントについて、幅広く学んでいくのが当科の特徴です。ファッションは生鮮食

品と一緒で “鮮度” や “旬” が命。服だけでなくメイク･ネイルを含むトータルで

消費者に最新のファッションを提案出来る人財を目指します。

ショップスタイリストコース
ファッションアドバイザー・スタイリストを目指したコースです。ファッションの持つ潜在的な「価

値」をビジュアル化し、ビジネスに変える感性やスキルを磨きます。ファッションショーイベン

トの企画、運営やフォトブックの制作を通し、スタイリングの提案力、発信力を身につけます。

ショップマネジメントコース
ショップオーナー・アパレルマーチャンダイザーを目指したコースです。ファッションビジネ

スで新たなビジネスを創出する力を身につけます。学生オリジナルショップの運営を通し、

将来起業する際に使える事業計画書を作成します。

Select Couses
卒業生の進路　
プランナーやセールスマネージャー、ショップ経営、バイヤーや商品企画職として求めれられる人材。

またファッション関連企業の総合職やディレクター、マーチャンダイザーとして世界で活躍していきます。

In the Future

Graduaters Works : from 2014

株式会社 FREE'S INTERNATIONAL
 / ファッションアドバイザー（プレス候補）

私がこれまで就職活動を続けてきた中で重要だと感じたこ

とが二つあります。一つは企業が求める人物像をよく知った

上で自分自身を最大限にアピールすること。もう一つは本番

で普段通りの自分を出せるよう、事前の準備をしっかりと固

めておくこと。あとは甘い物食べて Happy な気分で挑めば

完璧です♪♪

フリーズインターナショナルは、常に高い志と自己実現の夢

を持つ人財、そして何事にも挑戦していける若さを持ち続け

ることを行動基準とする企業です。また、お客様満足の最

大化を使命として掲げ、活動しています。私がこの企業を

選んだ一番の理由こそが、この使命に強く共感したからで

す。今後、フリーズインターナショナルの一社員として働く

上で、お客様に喜んで頂ける快適な店舗空間、最高の接客

サービスを常に追及し、販売員としての人間力を磨き続けます。

山本 莉子
Riko yamamoto　
石川県立金沢伏見高等学校出身
ファッションビジネス科 2 年
ショップマネジメントコース　2014 年度卒業 

主な就職先
（株）FREE’S INTERNATIONAL、（株）クレヨン、

（株）三陽商会、（株）オンワード樫山、（株）バレ

リ、（株）ワ ールドストアパ ートナ ーズ、（有）

FAVOR、（株）ナイスクラップ、（株）ファイブ

フォックス　など　※順不同

コース紹介 ２年次にコースを選択します。
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昔からどんなことでも「人と同じ」ことが大嫌いで「普通じゃない」ことが大好きで、ファッ

ションがその内の一つでもありました。高校 2 年の冬、私は『vanilla』というショップでス

タイリストをしている先輩に出会い、憧れ、スタイリストになるため、金沢文化服装学院ファッ

ションビジネス科に入学しました。高校時代はずっと寝ていて（笑）、何もしていなかったので、

専門学校に入学してからは真逆のハードスケジュールです。常に時間との闘いですが、クラス

メイト達と切磋琢磨し合ってお互いに成長していける、金沢文化服装学院はそんな「場所」

です。

学生生活の 1 年、2 年は本当にあっという間なので 1 日 1 日を大切にしながら生きていく必

要があります。知識、技術はもちろんのこと、コミュニケーション能力が問われる時代なの

で自分自身と向き合うことも大切になってきます。自らの可能性を信じてポジティブに日々を

送れば必ず夢に近づけるはずです。私は 2 年で金沢文化服装学院を卒業して、『vanilla』

のスタイリストになるというただ一つの目標にまっしぐらです。

About Study

ワタシと時間割
1 番楽しく取り組めた授業はデザイン画です。時間を忘れ、出てきたアイデア達を紙に描い

ていました。まともなデザイン画は描いていませんが、自分のアイデアを分かりやすく表現

出来る大切な時間です。描き方、色の使い方は人それぞれで「皆違って皆いい」デザイン画

に限らず多数の場面で活躍します。一つ一つを区切らずに各方面で活かすことが出来るよう

に努力しています。

スタイリストという目標があるので、スタイリングする授業には力を入れまし

た。授業だけではなく、プライベートでも色々なコーディネート、アイテムを

見て学んで吸収して自分のモノにすることが出来ました。

だけど、まだまだ物足りないのでこれからもガンガン情報収集していきます。

PICK UP

山森 龍一 
Ryuichi yamamori　
尾山台高等学校（石川県）出身
ファッションビジネス科 2 年 

ファッション流通や商品知識の基礎、スタイリングなど販売員に必要な力を身に付けて

ファッションビジネス論
１年次においてファッションビジネス・マーケティング、セールスプロモー
ションの基本を学び、ファッションビジネス能力検定３級の資格取得を
目指します。２年次では、１年次で修得した基礎知識を応用し、より深
く広くファッション業界の知識を理解していきます。ファッションビジネ
ス能力検定２級のビジネス知識分野にも対応します。

ファッションコーディネート
コーディネートの基礎を学び、オリジナルのコーディネートを企画。服
だけでなく、ヘアメイク、ネイル、アクセサリーなど今まで学んだスキル
を活かしながらトータルコーディネートしたものを自らフォトシューティ
ングし、編集して作品に仕上げていきます。

セールスワーク
売り場で即戦力として活躍出来るよう、接客･販売のロールプレイイング
を繰り返し行っていきます。かつては１億円プレイヤー、現在は数多くの
ショップを経営されている柴田講師（P.51 参照）や、同社の現役店長
の数名が、マンツー・マンで教えて下さいます。 

事業計画書
自分がやりたいショップを立ち上げるための事業計画書を作成します。
マーケティング・ビジネスプランの作成を通して、説明やプレゼン能力
の技術も高めていきます。日本政策金融公庫の融資担当者にプレゼン
テーションを行い評価していただくことで自信をつけることが出来ます。

Pick up Curriculum
ファッションについて、全てを学ぶ

ファッションの総合的な基礎知識と商品の生産、流通、販売、消費な

どファッション業界全体のシステムと各業態の構造や役割、ファッショ

ンビジネス実務の基本などを学び、同時にスタイリングに必要なセンス

を養います。

１年次

ショップオーナー・アパレルマーチャンダイザーを目指したショップマ

ネージメントコースとファッションアドバイザー・スタイリストを目指し

たショップスタイリストコースに分かれ、それぞれより専門的に学習し

将来のビジョンに対応します。

２年次

ファッション流通 スタイリストワーク

ファッション商品知識 ファッション史

セールスワークⅠ アパレル素材論

ファッション色彩学 ビジネスＰＣ

イラストレーション クリエーション

セールスワークⅡ デザイン PC

【ショップスタイリストコース】

ファッションコーディネート ネイル

カメラワーク リメイククリエーション

【ショップマネジメントコース】

ビジネスプランニング 事業計画書

ショップデザイン 商品企画

HR

クリエーション

メイク

デザイン発想

ファッション
コーディネート

デザイン画

ファッション
流通

ファッション
商品知識

セールス
ワーク

ファッション
販売

色彩学ファッション
ビジネス論

アパレル素材論

コンピュータ

ファッション史

トレンド情報

デザイン画

ネイル

SWOT TIME

M O N

1

2

3

4

5

6

7

T U E W E D T H U F R I

09:30

10:20

10:30

11:20

11:30

12:20

13:20

14:10

17:30

14:20

15:10

15:20

16:20



27 28

私は和バンギャルドとして活動をしています。

「金沢は着物が似合う都市なのに、なぜ着物の人たちが少ないんだろう…。」という私の疑問から

この活動が始まりました。私達が着物文化に触れるイベントを企画し、私たち自身も楽しみながら

お客様に着物の良さを伝えるイベントを開催しています。金沢の街を着物で溢れる都市にすること

が和バンギャルドの目標です。今年度も着物の良さを伝えるイベントを開催する予定です。皆様是

非お越しくださいませ。

PICK UP

カナブン × イメージコラージュ

私の大切な仲間に「あなたにとってカナブンとは？」と聞いてみました！

私たちにとってのカナブンとは、マイホームのように暖かい場所であり、自分が成長する過程

の場。好きなファッションのことを学ぶことができ、自分の好きを表現できる場所です。こ

の 1 年でこの学校に入学しないと経験できないことを沢山させて頂き、まだ成長過程ですが、

日に日に自分が成長していると実感しています。私はこの金沢文化服装学院に入学して本当

に良かったと思っています。

折田　史佳 Fumika Orita
石川県立宝達高等学校出身 / ファッションビジネス科 2 年 

School Life
カナブン × ファッションコーディネート
わたしのコーディネートの変遷

個性の時代といわれる現代でも、流行は複雑に変化しま

す。とくにファッションに関して、それは顕著に現れます。

何故なら、人々はたくさんの情報の中から自分の個性に

合ったものを自分自身で選択し、独自のスタイルを作っ

ているからです。

私自身のスタイルは、そのときの趣味や好きなものがそ

のままファッションに現れます。色んなものに興味があ

り、趣味も変わるからこそ、ファッションの系統も変化

するのです。その日の気分や遊ぶ相手でメイクやお洋服

を変えたりすることもあります。シンプルなものから遊

び心があるものまで、柔軟な気持ちで、これからもオシャ

レを楽しみたいです。

辻本 亜美 Ami Tsujimoto　小松市立高等学校出身 / ファッションビジネス科 2 年 

PICK UP

カナブン × ファッションイラストレーション
わたしとデザイン画そしてこれから

小さい頃から絵を描くことは大好きでした。中学のときは

受験に向けてデッサンを学び始め、本格的に絵を描き始め

たのは高校に入学してからです。高校ではひたすらデッサ

ンをしたりポスターを描いたり、油絵や日本画、架空の建

物をデザインする空間デザインなどの工作ばかりで、カナ

ブンでしているファッションデザインとは少し違う美術的な

ことばかりです。それでも家では大好きなイラストばかりを

描いていました。高校３年生のとき、金沢文化服装学院主

催のファッションデザインコンテストで初めてデザイン画と

いうものを描き始め、初めて賞を頂きました。それから金

沢文化服装学院に入学し授業でたくさんのデザイン画を描

き、応募した作品も受賞することができました。高校の３

年間もたくさんのコンクールに絵を応募していましたが、受

賞どころか入賞したこともほとんどありません。そんな私が

今まで描いたこともなかったデザイン画で賞を頂き、色ん

な人に見てもらえていることがとても嬉しいです。目に見え

る評価というものは更なる自信に繋がります。自分に合っ

ているものをやっと見つけたような気がしました。

元々はアートやデザインではなくデッサンなど美術を学ん

でいたので、自分の描くデザイン画は良い意味でも悪い意

味でも人とは違うと思っています。デザイン画を描いてい

るとき「洋服がメインになること」をあまり意識していませ

ん。あくまでそれが良く見えるための「技法、配色、レイ

アウト、雰囲気」に気を使っています。レイアウトや雰囲

気は趣味であるカメラのレンズを覗いたときの枠の中の一

枚の画を想像しています。このたくさんのその他の要素が

集まってできたものが私の個性です。

川島 凪沙 Nagisa Kawashima　金沢学院東高等学校出身 / ファッションビジネス科 2 年 

アパレルのアルバイトを頑張っています。授業で学んで

いる素材や商品知識などの内容がそのまま現場で役立

つので楽しいです。接客スキルを高め、良い販売員に

なれるようこれからさらに勉強を頑張りたいです。

PICK UP

02

01

03

ワールド賞のデザイン画
デザイン出しに一番苦労した作品です。最初の

デザイン案とはまったく別のものが完成品とな

りました。最初は大 好きなアルフォンス･ミュ

シャをオマージュした、壁画に描かれた女性が

こちらに出てくるようなポスターちっくなもので

した。そのときの私はそれがすごく個性的だと

思っていましたが、日が経って見ると「普通の

人が考える個性的」に見えて結局それは普通

でしかないと、またゼロから考え直しました。

行き詰っているとき、何の前触れもなくフラミ

ンゴを調べ始めました。フラミンゴの姿がとて

もしなやかで女性のように見えました。頭を抱

えて描いたものより、パッと思い浮かんだ方が

良いというのはよくあることだと思います（笑）。

フラミンゴに座っている

青いドレスの女性のデザイン画
デザイン画の授業の作品です。一年間の集大成と

いうことで「この一年をデザインとして描く」とい

う内容でした。金沢文化服装学院に入学してから

本当にたくさんのことを学び経験し、何を描こうか

と悩みましたが、感性や意気込み、

価値観が変わった瞬間はやは

りフラミンゴをモチーフとし

たデザイン画が受賞したこと

です。だから一つの 分 岐

点でもあるフラミンゴを

ここでも使いました。

授業や課外活動など、一人ひとりのカナブンでの取り組みや活躍を紹介。

カナブンをイメージして制作したコラージュ作品（2014）
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BUSINESS
SPECIALI-
ZATION
ビジネス専攻科

実践を通してスキルを、デザインの表現力を磨く

ビジネス性と創造性を兼ね合わせた

企画力や市場判断力（マーケティングマインド）を磨き、

業界をリードするプロフェッショナルを育成します。

より高度な検定の取得や、産学連携による商品企画の取り組みなど、

現場に近い経験を積み、即戦力としてのスキルを身につけます。

学生オリジナルショップの商品品揃え計画の企画演習や売り場づくりのための商

品陳列や演出、さらに仕入れ・売上げ・在庫管理など経験を通してこれまで学

んで来た知識をより深めていきます。実際に店舗を運営していくと、教科書通

りにいかないことが必ず起こります。そうした突発的なことにも対応出来るよう

なスキルを身に付けていきます。

また昨今、ファッション業界に限らずどこの業界においても、“見せ方” が大変

重要になって来ています。どれだけ機能性の高い商品を作っても、見せ方一つ

で売れ行きが大きく変わります。そうしたこともあり、Web やグラフィックのス

キルが重要視されています。Web サイトの立ち上げや広報物の制作なども学ん

でいきます。

マイショップ企画 Web スキル

ファッションビジネス英会話 ファッションコーディネートⅢ

セールスプロモーション マイブログ

プロダクション ショップワーク

カメラワーク トレンド情報

卒業制作

ファッションビジネス英会話
グローバルな現代、英語は最低限必要なコミュニケーションツールの一
つとなっています。高校などで学ぶ英語とは違い、ファッションビジネ
スの現場ですぐに使える実践的な英会話を講師とコミュニケーションを
とりながら、楽しく学んでいきます。ネイティブスピーカーの講師から、
しっかりと生きた英語を吸収して下さい。

web スキル
主にフォトショップやイラストレーターなどのグラフィックソフトを使い、
画像の加工技術やデザイン作成技術を通して、紙媒体を電子媒体に変
換出来るスキルを養います。更に、現代では欠かせない、ホームページ
やブログ、Ｗｅｂショップの構築スキルや情報発信スキルを幅広く学んで
いきます。

セールスワーク
販売員としての立ち振る舞いや業務などを活かし、店長クラスまでのス
キルを身につけます。また講義だけではなく、実際の現場を想定したロー
ルプレイングを通してお客様との会話や商品提案のスキルを習得してい
きます。

マイショップ企画
こんなショップがあったら良いな !! こんなショップをオープンしたい !! と
いうあなたの思いを叶えます。売る、売れるショップはそのショップ独自
のヒト･モノ･空間に加え、コトの発信がしっかりとなされています。で
は例えばどんなコトが提案されるべきなのでしょうか ? それをこの演習
で学ぶことが出来ます。

ビジネス専攻科では今まで学んできた専門知識・技術をベースに卒業後の

ショップ立ち上げに向け、経営スキルやＷｅｂなど、より高度なスキルを学

びます。また雑貨 × 作家マーケットなどのイベントにて実際にショップ運

営を体験し、ショッププランをより具体的にしていきます。

３年次

Pick up Curriculum
ファッションについて、広く深く学ぶ



31 32

私がこの学校に入学した理由は、ファッションが好きで、好きなことを仕事にしたいと思っ

たからです。好きなことなら頑張れる、続けられると思います。また、高校生の頃に企画か

ら販売までトータルで管理する MD（マーチャンダイザー）という職業を知り、アパレル業

界に進むのだったら MD になるために頑張ろうという意志を持って入学しました。

入学後は、業界の仕組み、商品知識、販売、素材など様々な事を基礎から学ぶことができ

ました。また、ビジネス科にもクリエーションやデザイン画の授業もあり、ものづくりの大変

さや楽しさを学ぶこともできました。2 年生では MD を目指す私は、英会話やショッププラ

ンなどがあるマネジメントコースを選択しました。ショッププランでは、新規出店するために

必要なことを一からプランニングします。コンセプト、ターゲットなどはもちろん、オープン

チラシや利益計画など細かいところまで考えます。自分のお店が徐々に具体的なものになっ

ていくのが楽しかったです。また、校外での物販イベントにも参加しました。より良いイベン

トになるよう、準備、実行、反省、改善を繰り返しました。それらを通じ、何事も早めに行

動すること、細かな計画を立てること、準備の重要性などを実感でき、より体感的にマネジ

メントを学べました。私は卒業後、販売員や店長の経験を積み、そして MD になります。こ

の学校で学んだことをフルで活用し、入社先の企業を盛り上げていきます。

About Study

ワタシと時間割
事業計画書ショッププランという授業について。

この授業は、将来独立して新規出店する際に必要になってくる事業計画書を実際に作ってみ

る、という授業です。自分の頭にあるショップのイメージを数字や言葉で形にしていきます。

初めはアバウトなものでしたが、徐々に具体的な計画書になっていき楽しかったです。そして、

最後には、そのプランで融資を受けられるか実際にプレゼンをしてプロの方々に評価して頂

きます。結果、全員のプランのクオリティの高さに高い評価を頂けて、とても嬉しかったです。

私はクラス、ファッションショー統括、販売イベントなどのリーダー

を担当したり、テスト勉強を頑張ったりと、学校生活において様々

な事に挑戦してきました。その理由は、得られるだけの知識を得て、

経験を積みたかったからです。結果、統括力の向上や、基礎知識

を学ぶことができました。しかし、まだまだ納得のいく成長が実感

できていません。さらに意欲的な学生生活を送り、成長したいです。

PICK UP
中井健太 
Kenta Nakai　
石川県立工業高等学校出身
ビジネス専攻科 

ファッションビジネス科ショップマネジメントコースとワタシ

ショップ
ワーク

Ｈ.Ｒ.
ファッション

ビジネス英会話 セールスワーク

デザイン画マイブログ

web スキルファッション
コーディネート

キャリアプラン

トレンド情報

カメラワーク

ショップ
企画

ショップ
企画プロダクションショップ

ワーク

SWOT TIME

M O N

1

2

3

4

5

6

7

T U E W E D T H U F R I

09:30

10:20

10:30

11:20

11:30

12:20

13:20

14:10

17:30

14:20

15:10

15:20

16:20

FUN TO
FASHION,
AGAIN.
マイ･スナップコレクション

毎回テーマを決め、自分スナップを行い Facebook で

投稿。「一般層」「お洒落層」に分け、いいね！の数でど

のコーディネートがどちらの層に支持を得ているかを調

査する企画を実施中です。日々お洒落を知り、自分磨き

をできる企画「FUN TO FASHION,AGAIN」。

この企画により「トレンドはどの様に流れているか？」「次

はどの様な文章にすれば伝わるか？」などを考え、実行

し、日々お洒落・言葉の深さを実感しています。

あなたの好きなコーディネートを是非カナブンで教えて

下さい。お待ちしております！

荒谷和樹 
Kazuki Aratani　
石川県立北陵高等学校出身
ビジネス専攻科 

私はファッションが好きでカナブンに入りました。そして、ファッションが好きな友達・

先輩・後輩・先生達とファッションを学び、ファッションの話をし、ファッションセ

ンスを磨き、充実した毎日を過ごしています。

私はカナブンで学んだことを活かし、多くの方にファッションを発信する仕事を目指

します。

★は「いいね！」が多かったスタイルです

★ ★ ★
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SCHOOL
LIFE
REPORT

EVENT

学生の 1日

毎日充実していて

あっとゆう間に1日が終わります♪

入学式、前期開始
オリエンテーション
球技大会
就職ガイダンス

北陸産地研修
健康診断
就職個人相談会

パターンメイキング技術検定（筆記）
ファッションビジネス能力検定（夏期）
雑貨 × 作家マーケット

前期試験
ファッション販売能力検定（夏期）
夏期休暇

夏期集中講座

後期開始
パターンメイキング技術検定（実技）　
森の青空アート

新入生願書受付開始
関東・関西研修
カナブン祭
教員認定講習会（Ⅰ）

ファッションビジネス能力検定（冬期）
色彩検定
教員認定講習会（Ⅱ）
雑貨 × 作家マーケット

ファッション販売能力検定（冬期）
リリィVS カナブン
冬期休暇　
海外研修旅行

洋裁技術検定、学年末試験

針供養
卒業・進級試験
BUNKA FASHION ルネサンス

（ファッションショー・展示会）

卒業式、春期休暇

4 月

5 月

6 月

7月

8 月

9 月

10 月

11月

12 月

1月

2 月

3 月

セールスワーク登校：ファッションチェック

ランチタイム 午後の授業：ネイル＆商品知識 ＳＷＯＴ ＴＩＭＥ（努力の時間）

ファッションビジネス論

クラスメートとはファッションの話しで良く盛り上がります！ ネイルの演習は基本的なケアからアートまで勉強できて、検定
にも対応しているんだよ！
商品知識の講義はファッションアイテムの名前やディテールなど
詳しく勉強するから、毎回新しい発見があります！

今日の講義演習で分からなかったところをＳＷＯＴ ＴＩＭＥを
使って講師に質問。ティーチャーズスペースで宣言するのがルー
ルだよ。

この前東京で買った服を講師にファッションチェックされちゃっ
た♪かわいいって言われたよ。

ファッションビジネス論の講義はファッションビジネスの基礎知
識を学ぶ講義演習なので、気が抜けない！！

セールスワークの演習で販売ロールプレイングをしたよ。販売の
バイト先での悩み相談もすぐに解決できちゃうよ！楽しいな♪

9:15

9:30

12:20

13:30

16:10



KANABUN
FESTIVAL
学園祭：カナブン祭

ファッションショーやダンス、バンド

などのステージイベントの他に、ワー

クショップやフリーマーケットなど学

生・教員が一丸となって盛り上げる

楽しいイベントです。

BFR
卒業進級展示・発表会
Bunka Fashion Renaissance 2015

卒業年次生が中心となり、これまで

の「学び」の集大成として製作した

作品を展示・発表する本校主催のイ

ベントです。企画・演出・構成・モ

デルなどすべてを学生が手がけま

す。

会場は金沢の中心に位置する金沢２１世紀美術館。

201４年度は 2 月 7 日・8 日の２日間地下 1F シア

ター 21で開催しました。
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Pick up Dress
企業にご協力いただいた衣装
BLOOM（アパレル造形デザイン科２年有志）

【1：金田繊維（株）様】シルバーのレース／【2：二俣和紙作家斎藤博様】帯など／【3：松田和傘店様】参考に作成／

【4：西川産業（株）様】ドレス／【5：（株）クマモトニット様】帽子、袖、ワンピース、靴、花をの製作を依頼、すべて

学校で染色／【6：金田繊維（株）様】レース部分

1 2 3

4 5 6
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ACTIVITY
学びのフィールドは学外に広がっています

県内外に限らず

各公共機関や団体・企業の方々から様々な

コラボレーションの要請や依頼を頂く機会が増えています。

本校学生はそうした多くの方々との交流や協働作業を通して、

人間的にも技術的にもたくさんの事を学んでいます。
4 月 26 日と 27 日に行われたタテマチ学

園祭にて、オリジナルショップ「ギャラリー

ハッチ PPP」の出店と、タテマチストリー

トをランウェイにファッションショーを昼

の部と夜の部で開催しました！「ギャラ

リーハッチ PPP」では接客するファッショ

ンアドバイザーも学生が担当。セールス

ワークの授業で培われたセールストーク

とコミュニケーション術で、楽しみながら

接客をさせていただきました。ファッショ

ンショーは演出そして、ウォーキング練

習と授業の合間を縫っての準備でした

が、こちらもたくさんのお客様に立ち止

まって観ていただけました。

“雑貨 × 作家マーケット” は JR 金沢

駅もてなしドーム地下イベントホール

で６月と１１月の年２回開催されている

イベントです。昨年は当イベントの記

念すべき 10 回目ということで、主催

者様のご好意で本 校にて出展 者選 考

会を行い、KANABUN 生が審査員を

務めました。選ばれた100名の作家さ

んの作品の中で KANABUN ブースも

大盛況！笑顔いっぱいの楽しいイベン

トとなりました。

また、出会った作家さんとコラボレー

ションし、新たな作品を作るなど、す

ばらしい交流の場にもなっています。

１年生は神戸・大阪へ。初めてのフィール

ドワークに挑戦し、また、神戸ファッショ

ン美術館では厳 選されたベストセレク

ション１２３点を年代順に見る事が出来、

更に民族衣装では希少価値の高い貴重

な素材なども展示してありました。たっぷ

り吸収できた内容の濃い２日間になりま

した。２、３年生は東京へ。東京の『文

化服装学院』見学、株式会社プレール代

表取 締役である栗山志明さんのファッ

ショントレンドセミナーの受講、そして

ショップリサーチにアンディウォーホル展

鑑賞。日本のファッションの中心を五感

で感じ刺激をもらえる研修になりました。

タ テ マ チストリ ート に あ る「COOL 

CAT」というお店へ年に４回のクール

で商品提供とコーディネートをさせてい

ただいています。

授業で学んでいるスタイリストとしての

知識を活かしたコーディネート、学生ら

しいパワーあふれる商品には毎回高い

評価を得ています。毎日人で賑わうメイ

ンストリートで、実践学習出来ることで

学生のやる気にもつながっています。

“金沢まちなか宵市” は、名前の通り宵

の刻に、タテマチ界隅にて開催される

イベントです。

この日だけ特別に食べられるメニュー

や、特別価格で買えるものが揃う、賑

やかなイベントで本校在校生はファッ

ションステージに参加させていただきま

した。

ハロウィンの翌日ということで、仮装し

たモデルがお菓子のお返しをしにいくと

いうコンセプトで、タテマチストリート

を練り歩き大変盛り上がりました。

BUNKA FASHION RENAISSANCE 

2015 でアパレル造形デザイン科２年生

の 有 志 メンバーで 結 成したブランド

「Bloom」のテーマは異素材。今まで

使用したことのないニットの作品を制作

するにあたり、株式会社クマモトニット

様、金田繊維株式会社様にご協力いた

だきました。打ち合わせでは学生の要

望を実現出来るよう、とても丁寧にヒ

アリングしていただき、満足のいく作品

を仕上げて下さいました。

×TATEMACHI

タテマチ学園祭

×ZAKKA-SAKKA

雑貨×作家マーケット

×STUDY-TOUR

関東関西研修旅行

×TATEMACHI

スタイリング

KANAZAWA福とは平成26年度金沢市協働のまちづくりチャレンジ事

業「学生のまちづくり部門」にて採択され、本校在校生有志で結成され

た「和バンギャルド」によって企画・進行されているプロジェクトです。「着

物」に関連したファッションイベントを中心に、文化都市金沢のイメー

ジを発信し、着物文化と金沢のさらなる活性化を図ることを目的として

います。着物初心者の学生は “きもの処 凛屋” の若林さんにアドバイス

をいただきながら学生目線で工夫をし、もっと着物を「身近なモノ」に

感じていただけるように、と様々な活動を行ってきました。10 月に香林

坊アトリオのステージでのショー、11 月には金沢学生のまち市民交流館

にてご協力いただいた店舗やクリエーターの方による着物・和雑貨など

の出張販売や簡単着付け体験、ファッションショーにミニ喫茶など色ん

な世代の方に「和」を堪能していただけるメインイベントを行いました。

また、活動内容を石川さん情報 Live「リフレッシュ」で紹介して頂き、

より多くの方に知っていただく機会となりました。今年度も県内外でのイ

ベントにも参加し、認知向上のため活動していきます。

協力店舗
きもの処 凛屋

金のわらじ

Kimono 畳世

凛凛　

金沢東山ごえん

アロマ香房 焚屋

きものサロン 金澤紅屋

小路屋雑貨店

谷屋生菓子店　※順不同

×KANAZAWA

　　　　　　　　　by和バンギャルド

×TATEMACHI

金沢まちなか宵市

×COMPANY

地元産業とのコラボレーション

2008

ー  アントワープ王立アカデミー在籍　中島輝道さん　作品制作

2009

ー  オーケストラアンサンブル金沢　歌劇「トゥーランドット」衣装制作

ー  雑誌「Ｃｌｕｂｉｓｍ」８月号　Ｔシャツリメイク作品制作

2010

ー  「ねんりんぴっく石川２０１０」　シニア衣装制作

2011

ー  金沢市　学生のまち推進事業

　  「canazawa campus summit」ショー企画案採択

2012

ー  YOKOHAMA ART DEPARTEMENT 作品展示ショー・販売

ー  金沢市 恊働のまちチャレンジ事業　学生部門 ショップ企画案採択

ー  学生チーム “ macaron ” × 株式会社メープルハウス

　    コラボレーションショー「Maple Show」  

2013

―カナブン祭＠ラブロ金沢　学生バイヤーによるセレクトショップ

―金澤ファッションコンペティション　作品制作

―金沢 21 世紀美術館「フィロソフィカルファッション」　講演参加

―金沢ティーンズミュージカル「Potion」衣装制作

―金沢市　協働のまちづくりチャレンジ事業　そめまっし金沢　採択

近年の活動実績

活動内容紹介

ショップの情報製作・発信
講演・講座

9/27（土）着物でプロモーション活動 着物リメイクで衣装や小物を製作

10/26（日）ファッションショー in 香林坊 11/8（土）kanazawa 福メインイベント
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FACILITIES
and
LOCATION
立地＆施設紹介

学生生活を送る上で大切にしたいことの中に、学内施設、立

地といった｢環境｣のことが挙げられます。本校の設備･施設は

学生が余裕を持って作業に集中できるよう、作業スペースやミ

シン、PC などの機材を用意しています。

また、学生ではなかなか手が出せない高額なヴィジュアルブッ

クやビジネス本なども数多く取り揃えています。授業内だけに

留まらず、SWOT TIME（努力の時間）においてももちろん利用

できます。

Part of School

ファッションを学ぶために大切にしたいことの１つに、学校立地があります。

本校は兼六園や武家屋敷などの旧い街並みと、現代アートを間近に感じら

れる金沢 21 世紀美術館などの施設が数多く存在する世界随一の文化都市

“金沢” にあるということ、金沢の中心街、ファッションビルや個性的な

ショップが建ち並ぶタテマチ・香林坊から歩いて５分という魅力的な環境

に校舎を置いています。人と情報が溢れ、最新のトレンドを発信する華や

かなこの街はファッショニスタの感性を刺激するワクワクが溢れているもう

１つのスタディーゾーンです。

校舎の目の前を流れるは犀川は学生たちにとって校庭のような存在です。

街中にいながら、春夏秋冬の季節を感じることができます。ランチや撮影

など様々なシーンで活用しています。

1【各科実習室】工業用ミシンやロックミシン、工業用バキュームアイロンを設置。

完成度の高い作品作りを学びます。

2【パソコンルーム】フォトショップやイラストレーター、パワーポイントなど各種ソフ

トを幅広く演習に使用。企業の求人検索やエントリーなど、就職活動にも利用できる

環境が整っています。なお、空き時間はいつでも自由に使用できます。

3【コンピュータ／ＣＡＤ実習室】コンピュータグラフィック・企画マップ製作や、最

新ＣＡＤシステムでのパターン作成やグレーディング（サイズ展開）、マーキング、縫

製仕様書制作などを演習を通して学びます。

4【スタイリッシュルーム】カラーコーディネートやメイクアップ、ネイルなど” きれい”

を創造する多目的実習スペースです。

5【フォトスタジオ】カメラの演習や作品の撮影などに使用し、雑誌やカタログのスチー

ル撮影を実習します。

6【図書スペース】最新のファッション雑誌から年代物のデザイナーの資料など多種

多様揃っています。デザインソースなどを参考にするために、いつでも自由に使用出

来ます。中には切り抜き可能な資料もあります。

7【キャリアプランニングスペース】就職受験に役立つ専門誌や過去の就職活動記録

が保管してあります。就職活動に関するアドバイスはもちろん、エントリーシートや履

歴書などの書類制作支援、模擬面接などを行う場所です。

金沢の中心街、犀川のほとりで 1 1 1 1

２ ３ ４ ４

５ 6 6 7
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MESSAGE
FROM
DIRECTOR

本校は東京の文化服装学院の連鎖校として1955年に開校しました。当時、女

性が “洋裁” や着物の “着付け” を学ぶ場として、私の祖父母が金沢でスター

トしたのが原点です。その後、職業としての “洋裁” を学ぶ学科（アパレル造

形デザイン科、デザイン専攻科）と、洋服の “販売” やショップの “経営” な

どを学ぶ学科（ファッションビジネス科、ビジネス専攻科）の計４学科で編成

される学校へと変貌を遂げ、現在に至ります。

私が本校に勤務し約１０年。１０年前は、まさか 37 歳で学院長という大役を任

されるとは思ってもいませんでした。この度、学院長に就任し、微力ではありま

すが、皆様のお力添えをいただきながら、本校の使命、次のことを達成のため、

全力を尽くす所存です。

私は本校を『金沢でファッションクリエーションやファッションビジネスを学べ

る場』として、また、『北陸（石川･富山･福井）のファッションに関わるヒトや

情報が行き交うプラットホーム』として、これからも永続的に発展させていき

ます。

石川･富山･福井の北陸３県は一大繊維産地です。旧くから続く伝統的な技術で

オンリーワンのモノづくりを行っている企業もあれば、世界ナンバーワンの最先

端技術でモノづくりを行っている企業もあります。また、社内スタッフ全員で “販

売” という仕事を研究し、お客様満足を追及し続けている企業や、知る人ぞ知

る個人経営のセレクトショップがあります。糸、生地の企画･製造、染色、商品

の企画･製造･販売の全てが実はこのエリアで完結します。こうした好環境下で

ファッションクリエイションやファッションビジネスを学ぶことはファッション業

界の仕事に就くことを希望する皆さんにとって大変意義深いことだと思います。 

また、本校が立地する金沢は武家文化が根付いた世界随一の文化都市です。

２０１５年３月の北陸新幹線開業もあいまって、より多くのヒト･モノ･コト･情報

が行き交う都市へと発展していくのだと思います。本校はそれらの中の “ファッ

ション” や “アパレル” に関する集結地点であり、発信拠点を目指し、“北陸”

で “ファッション” “アパレル” と言えば金沢文化服装学院となれるよう活動を行っ

ていきます。 

例えば、これまで素材提供や見学会･インターンシップの実施、学生の採用を実

施して下さった地元産地企業の皆さんとの連携を深めながら、学生に対しては

その幅を広げていくことで、学び･成長の機会を増やし、教員を製造現場に派

遣することで、その知識･技術のアップデートを図り、より質の高い授業を提供

していきます。 

ファッションが好きな皆さんやファッション業界の仕事に就くことを志す皆さん

にとって、また、卒業生の皆さんにとって、そして、一人でも多くの優秀な人財

を欲する企業の皆さんにとって、魅力や価値のある教育機関であり続けられる

よう、常に改革･改善を進めていきます。 

ファッションは生活･文化。

ファッションを学ぶということは服を通して、様々なヒトの価値観や自分のそれ

との違いを知ること、それを受け容れること、それに対して自分の考えを提案

すること、互いの生き方を磨き合うことだと思います。我々と共に、ファッショ

ンを学びながら、最高に楽しい学生生活を送りましょう！

学院長からのメッセージ

ALWAYS
SUPPORT
YOU

本校の講師はそれぞれの業界での現場経験を 3 年以上積んでい

ることが必須条件となっています。現場を知っているからこそ、

学生に自信を持って指導ができるのです。

専門分野だけではなくファッション業界や就職活動、ちょっとし

た悩みでもいつでも相談に乗ります！

あなたの熱い思いをサポートします

非常勤 / 特別講師
普段は各自の専門職で活動しながら、本校の学生

の教育に携わっています。本校ではここに紹介し

た講師以外にも各分野で活躍するプロを招いてい

ます。

荒川 美恵子 / 実践パターン

五十川 員申 / ビジネスプランニング

一二 明子 / ビジュアルコミュニケーション

加藤 みか / ドレーピング

柴田 昌孝 / セールスワーク

田渕 美樹 / メイク

寺西 由佳 / グラフィックデザイン

西田 恵子 / ショップデザイン

久田 香奈 / ファッション色彩学

圡方 大 / 情報発信

マーク・ハモンド / ファッションビジネス英会話

前 伊知郎 / Web スキル、グラフィックデザイン

松田 薫 / ネイル

村住 知也 / デッサン

荒木 敏和 / セールスワーク

原嶋 亮輔 / 商品企画

下山 和希 / デザイン画

成瀬 美子 / ファッション史

専任講師・職員
川口 由香 / ファッションコーディネート、 ファッション商品知識
マロニエファッションデザイン専門学校ビジネス学科スタイリスト専攻卒。
東京衣装にてユニバーサルスタジオジャパンの夏期限定スペシャルショー
の衣装・役者管理などをする。

出戸 裕子 / ショップ計数、イラストレーション
金沢文化服装学院ファッションビジネス科卒。株式会社ファイブフォック
スに入社。Gabardine K.T 香林坊大和店で副店長として活躍。

田屋 有佳里 / クリエーション、アパレル素材論
大阪文化服装学院 ファッションクリエイター学科卒。株式会社アバンに入
社し、高級婦人服のパタンナーとして経験を積む。

深谷 絵美 / クリエーション、ブランドプランニング
文化服装学院アパレル技術科卒。㈱栗原にて主にセレクトショップ向けの
帽子の企画・デザイナーを担当する。

濱田 麻利亜 / クリエーション、アパレル CAD
金城ファッションカレッジ卒。㈱ヤギ・コーポレーションに入社し、オフィ
スウエアを中心にパターンナーとして経験を積む。

橋本 久恵 / クリエーション
金沢文化服装学院デザイン専攻科卒。百貨店内のオートクチュールによる
婦人服オーダーのアトリエ内で縫製を１５年間担当。他、地元金沢の劇団、
インディーズ映画、クラブイベントなどの衣装製作の個人活動もする。

藤井 聖子 / クリエーション、民族衣装
ニューヨーク州立ファッション工科大学パターンメイキング学科卒。その
後、３カ国でパタンナーや縫製指導員を務める。

村上 英輝 / ファッション流通、ヘアー
資生堂学園 資生堂美容技術専門学校美容師科卒。その後、東京の美容室で
スタイリストの経験を積む。

名越 理絵 / 広報
早稲田大学第一文学部史学科卒。テレビ局にて番組や美術の制作を経験し
た後、デザイン会社にて店舗デザインの経験を積む。

Teachers

学院長　村上 武史
成城大学経済学部経営学科卒。（財）ＩＦＩビジネススクールを経て㈱三越入社。銀座店婦人・ヤングキャリア担
当として売り場管理をする。一般社団法人 いしかわファッション協会理事も務める。



45 46

SUPPORT
YOUR
DREAM
一人ひとりを全力でサポート

就職活動は個人戦です。適正の確認や目標の設定、

なによりも自分の努力次第で結果が変わります。

少人数だからこそ学生一人ひとりをしっかりと把握

し希望する就職を実現するために全力でサポートす

ることができます。

各分野にて最先端で活躍するプロを育てるため、現場経験を

積んだスタッフが実践的な教育を行っています。また、１年次

より業界の基礎知識や働き方を学べるよう、企業訪問やイン

ターンシップ、業界にて活躍している特別講師を招いての講習

会の開催などを行っています。

Carrer Planning
就職を見据えた教育

本校の卒業生に対するファッション業界からの信頼度はたいへん高く、

数多くの先輩達がプロとして第一線で活躍しています。

これは創立以来60年の伝統と実績、

そして先輩一人ひとりのファッションへの情熱や

誠実で確かな仕事ぶりが評価された結果です。

Result Data
就職実績 過去の主な就職先

キャリアプランニングデスク（就職指導部）と各クラス担任が

連携をとり、学生生活から進路指導までをしっかりとサポート。

就職活動に関するアドバイスはもちろん、エントリーシートや

履歴書などの書類制作支援、模擬面接なども行っています。

学生一人ひとりの意思をしっかりと把握し、進路指導を行いま

す。

就職活動を全力でサポート

就職支援スケジュール
必要に応じてクラスマネジャーによる個別面談を随時実施す

るなど、一人ひとりに合わせたきめ細かな進路指導による支

援を行います。

Schedule

就職希望進路調査

就活トライアル

産地（企業）研修・首都圏研修旅行

学内企業説明会

書類制作支援・面接練習

企業リサーチ

学年末プレゼンテーション

進級判定

進学式

首都圏企業入社試験開始

就職希望企業訪問

インターンシップ開始

北陸圏企業入社試験開始

海外研修旅行

学年末プレゼンテーション

卒業判定

卒業

４月

５月

８月

１月

２月

４月

６月

９月

12 月

１月

２月

３月

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

在
学
年
次

卒
業
年
次

㈱ＩＧＡ／販売

㈱青山商事／販売

あつみファッション㈱／パタンナー

㈱アトリエ・ヨシダ／デザイナー、パタンナー

アナザーノーツ／企画、販売

アバハウス インターナショナル／販売

㈱アベラ・ヒビ／営業

㈱アルファベット パステル／販売

アルモワール ドゥ コスチューム／衣装制作

アルデックス㈱／紳士服製造

㈱アロー／総合職

㈲アンティー フリーズ／パタンナー

㈱アンビデックス／デザイナー、販売

㈱石田屋／販売

イトキン㈱／販売、パタンナー

井上プリーツ㈱／パタンナー

㈱ヴァンドームヤマダ／販売

㈱宇宙百貨／販売

㈱ ABC マート／販売

㈱エース／企画、販売

㈲エスニットー／パタンナー、ＣＡＤオペレーター

エヌ・エス・ブレーン／デザイナー

EVISU JAPAN ㈱／販売

㈱エルローズ／パタンナー

小川商事㈱／デザイナー、パタンナー、営業

㈱オンワード樫山／販売

㈱カメダ／パタンナー

㈱岸商事／マーチャンダイザー、販売

㈱ CAN ／販売

㈱キャンデラ・インターナショナル／企画、販売

㈱ギャラリードポップ／販売

㈱クマモトニット／デザイナー、ＣＡＤオペレーター

桜グループ／企画、販売

㈱クレヨン／企画、販売、マーチャンダイザー

㈱小出靴下／販売

㈱コックス／総合職、販売

㈱コネクト. エス／企画、パタンナー

㈱小林縫製／デザイナー、パタンナー

サキヤクリエイト㈱／企画、販売

㈱サマンサタバサジャパン／販売

㈱三陽商会／総合職、企画、販売

㈱シティーヒル／デザイナー、販売

㈱ＪＡＣＫ／販売

ジャバグループ／パタンナー、デザイナー

㈱ジュン／販売

ジュンヤ・タシロ／デザイナー

㈱シンゾーン／販売

助野靴下㈱／営業

㈱鈴丹／販売、バイヤー

㈱大和／販売

㈱大和服飾研究所／デザイナー、パタンナー

㈱ tamaya グループ／販売、営業

㈱Ｄ・Ｉ／企画

ティーエフシー㈱／ＣＡＤオペレーター、パタンナー

㈱ディスカバード／企画

㈲ティーズモービレ／パタンナー、縫製

㈱デキシー／スタイリスト、ヘアメイク

㈱トリンプインターナショナル／販売

能登印刷㈱／グラフィックデザイナー

㈱ニュースポイント／販売

㈱ PAL ／販売

㈱パル・リティルシステムサービス／販売

㈱ピーディーハウス／パタンナー

㈱ヒューマンフォーラム／販売

㈱ファイブフォックス／販売、企画、パタンナー

㈱フィルム／販売

㈱フォルム／販売

㈱フープスターサカイ／企画

㈱フランドル／企画、販売

㈱ポイント／販売

北陸 STR ／営業

丸福縫製㈱／縫製

㈱ミニストリー／販売

㈱モリワン／販売

㈱モンスター／パタンナー

㈱モンベル／生産管理

㈱ヤギコーポレーション／パタンナー

㈱ユナイテッドアローズ／販売

㈱ランブール／縫製

㈱リドー／ＣＡＤアシスタント

㈱ルック／販売

㈱レナウン／販売

㈱ロングラン／パタンナー

㈱ロンリバイス／ＣＡＤオペレーター

㈱ワールドストアパートナーズ／販売

ほか多数（五十音順）

2014 年度実績
【ファッションビジネス科／ビジネス専攻科】

（株）ナイスクラップ、（株）日谷組、（有）FAVOR、（株）ワールドストアパートナーズ、（株）三陽商会、（株）ファイブフォッ

クス、（株）バレリー、（株）オンワード樫山、（株）クレヨン、（株）フリーズインターナショナル

【アパレル造形デザイン科／デザイン専攻科】

（株）ファイブワンファクトリー、（株）ミヤモリ、（株）クマモトニット、（株）モンベル

（順不同）

多くの卒業生が目指す職種にて活躍しています

１４人

８人

ビジネス系

造形デザイン系

１１人

４人

２人

４人

１１人

３人

学部・学科
進学

希望者 内定者数就職
希望者数

３２人

１３人

ファッション企業
からの求人数 卒業者数

９人

２人

２人

１人

100％

  75％

就職率内定者
（首都圏）

内定者
（地元）



｢株式会社クマモトニット｣ 

（石川県能美市）

STUDY
AT HERE
金沢で学べるという価値

石川･富山･福井の北陸３県は一大繊維産地です。特に合成繊維織物生

産量は全国シェアの約６０％を占めている他、撚糸･製織･製編･染色加工

などの各工程において、高い技術力を有する企業が集積している点が特

徴の産地です。旧くから続く伝統的な技術でオンリーワンのモノづくりを

行っている企業もあれば、世界ナンバーワンの最先端技術でそれを行っ

ている企業もあります。

また本校が立地する金沢は、武家文化が根付いた世界随一の文化都市

です。兼六園や長町武家屋敷跡、東茶屋街をはじめとする旧くからの観

光名所だけでなく、金沢２１世紀美術館や金沢海みらい図書館のような

モダンな建物も市内･外の様々な人たちから愛されています。

２０１５年３月の北陸新幹線開業もあいまって、より多くのヒト･モノ･コト･

情報が行き交う都市へと、今後も発展していくのだと思います。

こうした好環境下で、ファッションクリエイションやファッションビジネス

を学ぶことはファッション業界の仕事に就くことを希望する皆さんにとって

大変意義深いことだと思います。

実際に本校では産地見学･研修だけに留まらず、産学連携で新商品の企

画を行ったり、インターンを実施したりして、学生のモノづくりや産地に

対する理解をより深めるための様々な取り組みを行っております。

年４回の展示会ではオリジナル企画の製品にプリーツ加

工や様々なテクニックを詰め込み、県外の百貨店やセレ

クトショップに提案を行っている。また、地元のテキス

タイルメーカーとも共同で生地の開発を行うなど、国内

有数の繊維産地の背景を最大限に活かし、他ではマネ

が出来ない商品開発を行っている。自らの持つ強みとそ

れを活かせる環境で、新たなモノづくりが生まれるきっ

かけを創出することで、他がマネ出来ない｢株式会社カ

メダ｣のファッションが作り上げられていく。

｢株式会社カメダ｣ （石川県白山市）

友禅染を考案した宮崎友禅斎が加賀へ移り住み、加賀

のお国染めであった｢梅染め｣を取り入れたことで加賀友

禅が確立されていったと伝えられている。｢京友禅が色鮮

やかで金箔を用いるなど雅な趣であるのに対し、加賀友

禅は落ち着きのある写実的な草花模様を中心とした絵画

調の柄を特徴としている。加賀友禅は伝統的な技術を

継承しながらも時代に合った作品づくりが必要である。｣

と三代目 毎田 仁嗣氏は語る。

加賀友禅｢毎田染工芸｣ （石川県金沢市）

城端絹織物の起源は、戦国時代末期の大正時代とされてい

て、江戸時代には富山県の城端市と石川県の小松市で織られ

た絹織物が｢加賀絹｣とされ、城端の絹織物業の最盛期には

街の至る所から機織りの音が聞こえて来たと言う。現在、富

山県で｢しけ絹｣を製織しているのは唯一｢松井機業｣のみ。

しけ絹｢松井機業｣ （富山県城端市）

国内外のコレクションブランドからも信頼を置かれるニット

メーカー。「規模は小さくても、品質への追求はこれからも徹

底していきたい。社員の縫製技術の均一化を目指し、弊社の

技術を元にデザイナーにデザインの提案が出来る社員を育て

ていきたい。更には自社での商品企画を将来的に行っていき

たい。」と語ってくれた。

｢株式会社クマモトニット｣（石川県能美市）

ポリエステル糸への染色（先染め）と特殊加工を行っている。

染色可能な糸種は幅広く対応することを可能にしており、ロッ

トが異なるリピート発注に対しても高い色調再現性を実現し、

今までに積み上げた色数は３万色を超えている。｢お客様の急

な要望にも小回りを利かせ、対応出来るのが強み。｣

｢株式会社 シコー｣ （石川県白山市）

ゴム入り細幅織物を生産しており、代表的なものとしてはパ

ジャマやトレーニングウェアのウエスト部分に使われる平ゴム

がある。下請けだけでは終わらない自社の技術を判り易い形

で提案出来るデザインが求められる。作るだけではなくユニー

クな見せ方にも力を注いでいきたい。

｢株式会社 二口製紐｣ （石川県かほく市）

靴下や手袋、ストッキングに使われるカバーリングヤーンを製

造している。これからは現場作業の自働化を目指し、自社製

品の販売と営業に力を入れていきたい。そのためにも製品の

デザインやパッケージのデザインにも力を注ぎ、より魅力的に

市場（マーケット）に提案をしていくことが必要になる。

｢有限会社 小山カバーリング｣ （石川県かほく市）

シャトル織機を使ったジャカード織の絹織りものを中心に、

ネクタイ、スカーフ、マフラー、ハンカチなどを製造している。

生地は負担を掛けずゆっくりと織られるため、仕上がりがふっ

くらとして、模様も凹凸感のある立体的なものになり、コン

ピューター制御で合理的に作られる生地にはない温かみのあ

る生地が出来上がる。生産効率を求めた方法では作ることが

出来ない風合いの生地を自社では作ることが出来る。

｢株式会社 マイテックス｣（石川県能美市）

伝統工芸

アパレルメーカー

細幅織物

撚糸

ニット

絹織物

染色加工（ポリエステル系）ジャガード織り

数多くある産地企業の一部をご紹介

4847
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MESSAGE
FROM
TEACHERS
夢を夢で終わらせないために

講師から受験生の皆さんへメッセージ。

カナブンでは現場の第一線で活躍するプロが、

現場に必要な専門知識･技術だけでなく、

生き方や仕事に対する姿勢などを本気で指導します。

これをお読みいただいている皆さんは少なからず〝ファッション〟に興味･関心ある

方だと思います。おしゃれが好き、コーディネートは楽しい…でも、それを仕事とし

ては捉え難い。そんな方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？　

ファッション業界の仕事と言えば、デザイナー、パタンナー、プレス、バイヤーなど、

一度は聞いたことのある、でも実際はどんな仕事なのか分かりづらい職業をイメー

ジされるかもしれません。

私は約 20 年、パタンナーとして仕事をしております。もともと、高校生の時にパタ

ンナーという職種を知り興味を持ちましたが、ファッションを学び始めてからはデ

ザイナーになりたいと思うようになりました。まだ漠然としていた頃です。

社会人となり希望通り企画部に配属されましたが、急遽、パタンナーチームへの変

更という思いがけない展開となりました。デザイナー、パタンナーどちらにしても、

洋服を作る仕事に関わることなので、とにかく目の前の仕事には真摯に向き合い、

一生懸命こなしてきました。そうするうちに、平面から、立体美を生み出すパタンナー

の仕事の醍醐味を知り、いつしかパタンナーとしての成長を望むようになりました。

そして、恩師や先輩からの力添えを頂き、仕事の幅も増え、たくさんの方々に支え

られ、現在に至っております。

大切なのは、自分の将来を想像した時、自分が本当はどうなりたいか、どういう生

き方がしたいのかをヴィジョンとしてしっかり持つこと。それが、目指す仕事、生活

そのものであると私は思います。まだ見つからない場合は、まず好きなこと、興味

のある世界へ飛び込んでみる。そして、一つ一つ進んで行くこと、目の前の課題を

クリアしていくこと、そうしているうちに自分が見えていなかったことも見えてくる、

あるいは新しい自分に出会う。そこから、最良の自分を目指して努力を重ねて行く

ことで、実は生きる喜びを感じることにつながると思うのです。服が好き、ファッショ

ンに興味があるという方、是非、一緒に少しずつ前進しませんか？

また、私は現在、ここ金沢で、主に関東･関西地区のメーカー様の依頼を受け、仕

事をしておりますが、ファッションを学んだのもここ北陸の地でした。

金沢は、確かに都会に比べると、地方であり、最新で斬新な刺激は少ないかもし

れません。けれど、時代は変わり、今はインターネットで欲しい情報はすぐ手に入り、

人とのコミュニケーションもリアルタイムで行えます。また新幹線も開通し、日本の

ファッションの中心とされる東京はさらに近くなりました。その気になれば、すぐに

都会の〝刺激〟は手に入ります。そして北陸には、昔から伝統工芸をはじめ、織物

産業など、一流のものづくりが盛んで、確かな技術と感性、こだわりのものづくり

精神がしっかりと根付いています。それは人との繋がりを大切にし、四季折々の自

然美を身近に感じ、それを生活に活かすという精神が脈 と々受け継がれてきた「文

化」ならではのものです。これからの時代、この「文化」という空気感を味わいな

がら生活をし、学び、感性を磨き、そしてその感性と技術を日本中、そして世界へ

と発信していくスタイルへと変わって行くのではないか、またそうあるべきと感じて

います。

金沢の文化の中で、「金沢」「文化」服装学院で、ファッションを学び、いろいろな

経験や活動を通して、きっとあなたが新たに目指す道が見えて来ることと思います。

01.

アパレル造形デザイン科 実践パターン担当講師

学ぶことを通じて成長する喜びを感じてほしい

荒川 美恵子 （フリーランスパタンナー ）

荒川 美恵子 Mieko Arakawa

（株）ヤギコーポレーションに入社後、パタンナーとしてキャリアをスター

ト。同社退社後は東京を拠点に大手有名メーカーと専属契約するなど第

一線で活躍するフリーパタンナーに師事する。その後、同パタンナーが立

ち上げた（株）キディコーポレーションアパレル事業部 P.O.C＝現（株）

P.O.C に所属。外注パターンメーカーとして多くのブランドのパターンを手

がけている。UNITED ARROWS、SHIPS、BEAMS、ローラアシュレイ、

伊勢丹、ユニクロ、フランドル、グランドルグループ等他多数。2007 年

より本校非常勤講師に就任。2012 年より金城短期大学美術学科ファッ

ション･工芸コースにおいて講師を勤める。

外注パターンメーカーとして、現在はニューヨークデビューされるメーカーさんの展示

会商品に主に取り掛かっているところ。 写真は某大手通販メーカーの試作品。 

PICK UP



私は現在、北陸中心に 30 店舗のレディスとメンズのアパレルショップを経営す

ると同時に、金沢文化服装学院のセールスワークの授業を担当する非常勤講師

を勤めております。また 10 年前より、SHIBUYA109 を初めとする日本全国の

商業施設やワールド、オンワード樫山といった日本最大の大手アパレル、ネッツ

トヨタ、JR 各社、郵便局株式会社等の企業等のべ国内 400 回以上の接客・

販売のセミナー講師をさせていただいております。（北陸では大和百貨店、香

林坊 109、イオンモール各店、アピタ各店、駅ビル等多数。）

そんな私がこの金沢文化服装学院で、セールスワークの講師を担当したいと思っ

たきっかけは、日本全国で講演をさせていただき、たくさんのサービスパーソン

と出会う中、サービス業において、やや後進的なこの地元北陸で、ぜひ全国レ

ベルで通用する接客サービスパーソンを育てたいという思いからです。

サービス業、接客業において最も大切な事は “自分で考える” という臨機応変

な対応力です。マニュアル通りの対応ではなく、時にはマニュアルにない対応

が求められるのが接客業です。

だからこそ私の授業では、これといった“答え”を容易に学生には与えていません。

間違えば訂正しますが、答えは学生のみなさんが考えて探し、自己成長しても

らいたいからです。近年の学生はマニュアル通りの事をするのは上手でも、マニュ

アルにない事には歯がたたない事が多く、対応力に欠ける部分が多いからです。

接客と同じように、社会に出れば様々なぶつかる問題や岐路において、これと

いう明確な答えはありません。だからこそ、まず経験し、自分で考え、自分で

探す力こそが求められます。これからの時代、社会が求める人材は知識をたく

さん有した人材よりも、基本をふまえた上で自分で考える力がある人材です。

そんな人材作りを私は授業を通してやっていきたいと思っております。

また、企業経営者としての側面から、社会に求められる人格を有する人材を作り、

社会の期待に応えられる人材を作り上げていきたいと思っております。

最後になりますが、この金沢という地において、全国レベルの販売教育レベルの

授業を提供できるために、私も日々、学生のみなさんと共に自己研磨、自己成長し、

期待に応えていける講師として、がんばっていきたいと思っております。みなさま

と金沢文化服装学院でお会いできますことを心より楽しみにしております。

柴田 昌孝 Masataka Shibata

大学卒業後、呉服チェーン「やまと」入社。呉服トップセールスマンとして

活躍後、8 年の勤務後、退社。地元富山に戻り、レディスセレクトショップ

を開店し、地域一番店に成長させる。その後、家族とパートタイマーの 4

名だった会社を 10 年間で、35 店舗、年商 30 億、120 名の会社に成長

させる。現在は、会社経営と同時に、全国規模で講演とセミナー、書籍執筆、

月刊誌連載、専門学校講師、コンサルタント活動をこなす。著書に 11 回

の重版を重ねるベストセラー『「ありがとう」といわれる販売員がしている

６つの習慣』、最新刊『愛される店長がしている８つのルール』（同文舘出

版）、共著『ファッション販売員 プロの常識 BOOK』（商業界） がある。

五十川 員申 Kazunobu Ikagawa

大学、大学院と機械や流体力学を学び、大学院の時には一年間の派遣留

学でアメリカの大学へ。日本の大学とアメリカの大学の大きなギャップを

感じ、新たなものを生み出すには人や文化のミックスが必要と、大学院卒

業と同時に自身のオフィス兼カフェという形で cafe? IKAGAWA DO を

開業。自身の仕事の傍ら、地域の問題を IT の力で解決する一般社団法人

Code for Kanazawa を仲間と立ち上げ日々活動をしている。

企業や社会が求める
「自分で考える」力のある人材を
販売の授業を通して育てていきたい

ファッションビジネス科 セールスワーク担当講師

ファッションビジネス科 ビジネスプランニング担当講師

02. 柴田 昌孝（リリィグループ・株式会社リリィコーポレーション・株式会社リミーナ・インターナショナル代表取締役）
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私は、大学時代に感じた学内の縦割り感や、地域とのつながりの希薄さに問題

を感じ、地域、学校、学科の垣根を越えて集えるカフェを経営しながら、企業

での ICT 技術（※1）の導入に関してのコンサルティングや大学での起業家創

出の授業などをしています。また、自身でも身近な問題を解決する web サービ

スを仲間と作っています。

私が活動する IT 界隈では、ここ最近多くのファッションに関わる web サービ

スやアプリケーションがリリースされています。しかし、多くのサービスを覗い

てみると、ファンション業界のビジネスにおいて問題点を見つけ挑戦している他

業種の方が多いのも事実です。

金沢文化服装学院はファッションの専門学校の為、プログラムを書いて新たな

サービスをつくるというのは難しいかもしれませんが、既存の店舗販売や EC（※

2）という販売方法ではない形を創出できる人材が育成できればと思っていま

す。

ここ金沢はいくつもの伝統工芸が残る日本有数の都市です。日本が近代化を進

めた時代、日本の伝統工業が衰退した時代においても、よいもの、きれいなも

のを見極め、お金を出してきた人々がいたということ、金沢にはそういった土壌

が根付いています。そのような都市でファッションデザインを学び、ファッショ

ンビジネスを発信していくということは、とても幸せなことだと思います。世界

に堂々と「金沢です」と言えるのもよいのではないでしょうか？

私が世界にファッションを新しい形で多くの人にとどけてやる！という方、一緒

に新たなビジネスを創り出しましょう。

ファッションの世界に
新たな風を巻き起こす人間を作っていきたい

03. 五十川 員申 （cafe? IKAGAWA DO オーナー/Code for Kanazawa 理事）

PICK UP

留学中、大学周辺にはたくさんのカフェ

があり、そこで多くの学生が相席をしな

がら勉強し、語り合っていました。地域

の人、大学の教授、経営者、、、様々な背

景を持つ人々がカフェに集い、偶然隣あっ

た自分とは違う価値観の人と気軽に出会

い、語らうことが出来る環境がありまし

た。 

新しい価値を生み出すには、今までとは異なる視点から自分を見てみるというのも方

法の一つです。違う価値観の人と触れ合うことで今まで気が付かなかった価値に気付

き、新しい価値を生み出せる。そんな場所は “Café” だ！と思いました。 

帰国後、「近くにあんなカフェあったらなぁ～」と思い、自分で「五十川堂」をつくりました。

今、五十川堂は、学校、学科、地域、仕事、性別の垣根なく多くの人が触れ合える場

所になっています。ここから起業した人がいたり、新しいイベントをはじめる人もいます。

「五十川堂」は「新たな価値を生み出す場所」としてつくりました。

PICK UP

販売員について真剣に考え抜き、セールスワークを体系的に記した著書。1 年次では

『「ありがとう」といわれる販売員がしている 6 つの習慣』を教科書として使用している。

※1…情報処理及び情報通信（コンピュータやネットワークに関連する諸分野）における技術・産業・設備・サービスなどの総称。ＩＴと同意語であるが世界のみならず日本でもＩＴに替わる語として用いられている。

※2…インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行われる商取引の総称。Web サイトなどを通じて企業が消費者に商品を販売するオンラインショップのことをＥＣと呼ぶこともある。



皆様がこれからファッションを学ぶという事は服を造るだけではなく誰かのライフ

スタイルを提案する多様性を考え企画にまとめる能力が大切になります。

テーマ（課題）の基にデザインテクニックを習得しながら自分のデザインイメージ

が作品になった時の喜びは次の作品の向上へ繋がります。私がこれまでデザイン

画の指導をしてきて 20 年になりますが海外からの学生達も含め質問を受ける中で

の多くは ” どうしたら上手くなれますか ?” です。その応えは一言では説明出来な

いのですが学生時代にアントニオロペスという世界のトップイラストレーターの作品

に感動し自分もこのように描きたいと憧れを抱いたのがきっかけです。  それから私

自身どのように練習してきたかと言いますと図書館で借りてきた好きなイラストレー

ターやデザイナーの描く作品集を見て真似て描き続けました。何枚描いたかは分か

りませんが納得いくまで、出来るまで毎日練習し描きました。 この ” どうしたら上手

くなれますか ?” に対して伝えたいのは何枚練習したらから上手くなるかではなく、

出来るまでが練習という事です。そして納得いったデザイン画は先生や友達に見せ

て様々な感想やアドバイスを受け、また描き、見せる行為を繰り返して来ました。

見せる行為はとても重要です。誰に見てもらうかも大切ですが、プロや素人それぞ

れの意見は自分の感性を磨く為の客観的材料になるからです。感性を磨く途中、

時に人からの意見は制作の妨げになる事も有りますが、その練習と努力の先には

必ず作品に個性と共感性が伴ってきます。その結果、多くの人から” 上手い ” と言

われるわけです。

しかし個性と感性は授業で習う部分ではありません。自身で行動してその反応と結

果を体感し次に活かす事の繰り返しが磨くということです。

学校は習う以上にそういった見せるというプレゼンテーションの場、感性を磨く場

所でもあります。  1 クラス 20 名という理想的な教育環境も丁寧な指導の中で ”

諦めない事、続ける事の大切さ” を学び学生個々に仲間との信頼関係が生まれ技

能上達と共に理想とする新しい自分を見つける事が出来ると言えるでしょう。

また、金沢でファッションを学ぶ学生達は北陸の地場産業と歴史的伝統文化を学

びながら独自のアイデンティティーを確立する事ができます。アイデンティティーを

持つとうい意味はアパレルでも社会人としても本質の大切な事。自分に足りない所

ではなく自分に有るものを意識できること、 他人と比較するのでは無く、他人の良

い部分を学ぶ心を持つことが出来る人間になることです。

そして人とのコミュニケーションがネットワークに繋がり進路の幅が広がり就職先で

信頼される社会人になると考えています。そして金沢文化服装学院では服造りの

デザインテクニックとファッションビジネスのカリキュラムのバランスが理想的に組

まれています。洋服のデザインセンスや技術だけでは世の中に浸透して行きません。

その洋服の価値観をどのように世の中に浸透させるかを考えるビジネスセンスまで

学べると感じています。

私の授業の特徴は感覚的な部分を客観的シンプルに分かりやすい言葉での説明か

ら始めています。理由は頭の中のアイディアを相手に伝える（イメージを共感させる）

ことがデザイン画の目的でそれを学生の皆に習得させることを役目としているから

です。  学生皆さんの能力を導きその作品に感動出来る事は私自身とても嬉しいで

す。  講義で合える日を愉しみにしています。 是非、一緒に頑張りましょう!

水野 雅己 Masaki Mizuno

1971 年 石川県生

1994 年 文化服装学院アパレルデザイン科メンズコース卒業後フ リーラン

スファッションイラストレーターとして東京を中心に活動 。国内、海外のファッ

ショントレンドマガジン、アパレルブランド などからの依頼のもと、多数の作

品を提供。ファッション専門学校では 文化服装学院他、非常勤講師として活

動中。

感性を磨く心構え

イラストレーション担当特別講師

04. 水野 雅己（ファッションイラストレーター）
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LONDON OLYMPIC 2012レスリングウェア , イラストを担当。PICK UP
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デザイン画作品

カナブンと私とあなた

01. 新濃 利康 （株式会社 クレイワークス / パタンナー）

在学中はとにかく誰にも負けたくないという気持ちでいっぱい

でした。それは私が優秀な学生ではなく、縫製の上手さ、パター

ン力、デザイン力、プレゼン力、どの能力においても必ず自

分より優れた学生が一人以上いたからです。当時はとても悔

しい思いも沢山しましたが、私にとって自分より優れた彼らは

「悔しい」と私に思わせ、向上する努力をする為の大切な「仲

間」でもありました。彼らと私は共に技術と感性を磨き、同

じようにファッションの中で生きる事を目指しました。

服作りの技術や感性を学ぶ事は目指す所が高ければ高い程、

苦しさも伴うことにもなります。しかし、悔しい思いや苦しい

思いをしながらも隣を見ればいつも負けたくないと思わせる

「仲間」がいて、何も言葉にしなくとも励まされてきました。

卒業した今、学校で得たと感じるものは「仲間」と確かな「技

術」です。私は卒業した後、海外で仕事をしてきましたが、

やり方も違うまっさらな中で仕事をしなければならなかった

時、学校で教わった知識と技術があったからこそ、上手く対

応し、仕事をこなす事が出来ました。服作りに関する事は細

かい事が多く、その一つ一つが美しい服を作る為には重要な

ことで、アイロンのかけ方から、トワル組みのピン打ちの間

隔から角度にまで厳しい指導が入ります。その先生方の厳し

い指導があったからこそ今の自分がいると思っています。

ファッションで生きて行くには覚悟がいります。しかし、専門

学校に入学を決めたあなたは既にそのハードルを一つ越えて

います。既に私のライバルです。私はあなたにも負けたくな

いと思っています。あなたも是非、私に負けたくないと思って

下さい。そうあなたが思った時、私にとってあなたは大切な「仲

間」の一人になっています。

デザイン専攻科 2008 年卒業 / 石川県立金沢中央高等学校出身 

MESSAGE
FROM
GRADUATE
夢を追いかけて

卒業生から受験生の皆さんへメッセージ。

カナブンで学んだことや思い出、

社会人になって学んだことなどが盛りだくさん！
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一番避けたいのは、やらずに後悔すること

05. 鳥居 佳奈  （株式会社モンスター / パタンナー）

私は一度社会人となったのですが、日々の中で「本当にした

い事は何か」と考えた時、服作りしか考えられませんでした。

そんな時に出会えたのが、このカナブンです。年齢は違えども、

同じ方向をむいて時間を共有したクラスメイトや先生の存在

は、今の私の大きな支えとなっています。そしてこの学校には、

全力で背中を押してサポートしてくれる先生たちがたくさんい

ます。思い返せば、勉強できる事、仲間に会える事が嬉しく、

学校に行ける事が楽しくて仕方なかった日々でした。

現在の職場では、まさに店頭に並ぶ商品が目の前で作られて

います。生産現場で長年培われてきた経験と技術、そしてス

ピード感に日々圧倒され、毎日が勉強ですが、その技術と経

験はこれからの自分の最大の武器になると信じています。道

のりは長くどんなに大変でも、自分の好きな事が仕事になる

喜びは、計り知れません。

限られた時間の中で、何を誰とするか。自分が思い描く理想に、

自分の望む場所に向かって一緒に踏み出しましょう。

アパレル造形デザイン科２０１3 年卒業 / 石川県立金沢西高等学校、石川県農業短期大学（現：石川県立大学）出身

「好き」や「夢」を実現

02.

在学中、とにかくがむしゃらに服を作りました。1 着作るごと

に、その過程で新たな発見があり、先生方からは良い服とは

どんなモノなのか？、良いモノとはどんなモノなのか？、とい

うことを学びました。今はクルーンアソングというセレクト

ショップの銀座本店で副店長をやりながら、メンズのアシスタ

ントバイヤーとして、年に二回ヨーロッパへ、また、展示会シー

ズンには国内ショールームを回っています。その際に、在学

中に得た服作りの知識が活かされていると強く感じています。

二年間 ( 専攻科だと三年間 ) の短い時間の中で、どれだけ沢

山の服を作られるか、見られるかで自分のスタイルや服作り

の魅力が見えて来るので、自分の【好き】や【夢】をモチベー

ションに変えて貪欲に服と関わって下さい。

デザイン専攻科卒業 2010 年度卒業 / 石川県立金沢中央高等学校出身

藤田 悠人 （クルーンアソング銀座マロニエゲート本店
 / 銀座店副店長、メンズアシスタントバイヤー）

「夢」を目標に変えてくれたカナブン

04. 野村 和広 （ヒット工業株式会社 / 営業企画チーム所属、worth / デザイナー）

それまで勤めていた会社を辞めてもう一度学生になるという選

択は、結婚して家庭を持っていた私にとってとても大きな決断で

した。10 代の頃から私の中にあった『ファッションを学びたい』

という欲は、大きくなったり小さくなったりを繰り返しながらも常

にあり続け、『後悔したくない！やってみよう！』と一歩踏み出す

決心をした時、私は 30 歳でした。期待10％不安 90％で始まっ

た私の学生生活は、私が想像していた以上に大変でしたが、想

像していた何倍も楽しく実りある日々でした。

私は何をするのも時間がかかるタイプで、課題との格闘で精いっ

ぱいの毎日でしたが、先生方の丁寧な指導や若い同級生達の励

ましでなんとかやりきることができました。初めはキラキラ眩し

い 10 代の中におっさんがひとり…いったいどんな日々になるの

だろうと想像も難しく不安でしたが、同じ『好き』を持った人間

の集まりに年齢は関係ありませんでした。共に頑張った同級生

達とは卒業した今でも親交があり、制作を手伝ってくれる心強

い仲間もいます！

卒業後、アパレル会社に再就職することができた私の現在の目

標はオリジナルブランド worth の制作・販売です。昨年は多く

のお客様に商品を見ていただくために、カナブンもイベントのサ

ポーターとして運営に参加し、オリジナル商品で出店も行ってい

る雑貨 × 作家マーケットへ worth も出店することができました。

作った商品に対するお客様の反応を直に見聞きし、一喜一憂の

二日間でしたが、今後の活動にもつながる良い出会いもたくさん

ありました。今後、面白いことができそうな予感がしています！！！

カナブン入学当時はオリジナルブランドを立ち上げるなんて遠い

夢の話でしたが、今では夢から目標へと変わり、確実に近づい

ています。遠い遠い夢に、少しずつ近づいて、目標にしてくれた

カナブンでのかけがえのない 2 年間に本当に感謝しています。

アパレルデザイン科 2012 年卒業 /京都産業大学卒業、福井県出身

学生生活は貴重な財産

03. 稲垣 舞 （株式会社カメダ / 縫製）

私はカナブンで３年間学び、多くの知識と自信を得ることが

できましたが、モノづくりの道に進んでみて、学生時代に培っ

た経験や知識にまだまだ足りないものがあると気づかされる

日々です。学生時代にもっとこんなことをやっておきたかった、

こういうこともできた、と少々の後悔があります。

皆さんにはこれからの生活で沢山のものを見て、触れて、経

験して、自分の好きや興味を増やしていって欲しいと思いま

す。一つのやりたい明確なことを見つけ、その道に向かって

進むことも素晴らしいですが、その道中でも様々なことに触

れていくことによって新しい感性や興味･関心を持つ分野が増

えるかも知れません。

また、皆さんにはそれと同時にそれらを経験する時間を大切

に感じて欲しいと思います。私は学生の頃は課題が多過ぎて

辛いなと感じることが多々ありましたが、今思えば好きなモノ

を作れて、多くのことを余裕を持って考えることができるのは

あの時だけだったと感じます。もちろんその時その時で忙し

い、余裕がないと感じるのは当たり前ですが、学生の時間と

いうものはとても貴重で一番色々なことに手を出せる時間で

す。皆さんにはこれからの学生という時間を、目一杯楽しん

で有意義に過ごしてもらいたいと思います。学生の数年間は

長いようであっという間ですよ。

デザイン専攻科 2011年度卒業 /高岡龍谷高等学校（富山県）出身
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ファッションに対する熱い想いと、それを共有する仲間

07. 瀬川 愛 （株式会社パル チャオパニック 名古屋店 店長）

私にとって学生時代に出会った仲間、先生方が今自分にとっ

て 1 番の糧になっています。ファッションに対して熱い思いが

あり、それを共有出来る仲間、相談出来る先生方、そうした

大切な存在に出会えたのが金沢文化服装学院でした。何年

経っても変わらずに語れる仲間が居る、それだけでまだまだ

突っ走れる、そんな気持ちにさせてくれます。

学生時代学んだことで今の私にとって最も活かされていること

が 2 つあります。まず 1 つ目は “センス” です。学生時代は

それぞれにファッションが大好きな仲間から受ける刺激が大

きかったです。それに加え、授業で学んだ色彩や PC を使っ

て作る MAP、その感性は販売員にとって大切なことです。2

つ目は “数値管理” です。売り場で発生する数値を検証・分

析して、それからどうしていくか？『NEXT』を考えていくた

めには時には感覚ではなく、理論的に実行する力、考える力

が大切です。そこから様々な可能性が広がります。授業て学

んだ基礎はそうしたことのベースになっています。

今、ファッションの最先端にいるあなたへ。服が好き、おしゃ

れが好きという気持ちをいつまでも大切にして欲しいです。そ

の気持ちがブレずにある限り、何でもチャレンジしていけます。

ファッションへの気持ちに、こだわりと楽しさを持ってこれか

らも一緒に頑張っていきましょう！

ファッションビジネス科 2007 年度卒業 / 石川県金沢高等学校出身

08.
授業を通して教科書だけでは学べない
現場の『リアル』を体感できた

06. 桶田 絵梨香 （～ vintage&select ～ＣＯＲＰＯ ＣＩＲＣＵＳ 代表）

私は小さな規模のお店で自分の好きな物をセレクトし、販売

するのが夢でした。そんな夢が叶った今、カナブンでの経験

で活かされている事は、授業を通して教科書だけでは学べな

い現場の『リアル』を体感できた事です。私にとって、服の

知識を学ぶ以上にファッションビジネスの『生』を感じられ

た事がとても大きかったと実感しています。心から楽しいと思

える仕事ができ、今では笑顔の毎日です♪

人間の感覚の中で最も大きなのは視覚です。視覚は、印象に

残った物だけを記憶するように出来ているようです。この学

校で、とにかく色んな新しいものを物を見て、見て、見続け、

記憶を増やし、感覚を鍛えていって欲しいと思います。

正解も不正解もない “ファッション” という分野ですが、人生

を豊にするツールの一つだということは確実に言えると思いま

す。服を作る側も売る側も “服” という単なる物質を売ってい

るのではなく、その裏側にあるものを提供出来ることにファッ

ション業界の楽しさはあるのではないでしょうか？

ファッションビジネス科 2004 年度卒業 / 石川県立工業高等学校出身

友達や先生との出会いは、一生の宝物

カナブンに入って 1 番良かったと感じていることは、一生の付

き合いができる仲間、先生に出会えたことです。不安なことや、

悩んでいることを打ち明ければ、本気で返してくれる最高な

人達がカナブンにはいっぱいです！皆さんには夢はあります

か？私は入学前からプレスになりたいという夢がありました。

いざ社会に出ると責任の重大さや、色々な不安から諦めてい

る時期がありました。しかし、入社して半年が経ち販促責任

者を任され、直接プレスの方と連絡する機会が増えました。

夢だった仕事している方と関われていることがとても嬉しく、

一つひとつのことがとても楽しくなりました。今は金沢店のプ

レスという気持ちで、改めて夢に向かって日々仕事に打ち込ん

でいます。学生時代の時間は本当に無駄にしてはいけないも

のばかりです。ぜひ、カナブンで素敵な仲間と出会い、夢を

叶えて下さい！

ファッションビジネス科 2012 年度卒業 / 富山県立北部高等学校出身

飛山 桃子 （UNITED ARROWS green label relaxing 金沢フォーラス店
 / ファッションアドバイザー）09.

実践的な練習で深く学ぶ

私は現在、アクセサリーの小売企業でアシスタントバイヤーと

して働いています。

カナブン在籍時は様々なことに取り組みました。座学はもち

ろんですが、ブランディングや接客のロールプレイング、プレ

ゼンテーションなど、実践的な練習をしていたことが印象に

残っています。

社会に出てから、あの授業が役立った、もっとやっておけば

よかったと気付くこともありました。

カナブンなら、将来役に立つ知識や力をつけることが出来ま

す！

そしてここで出会える素敵な仲間たちと充実した毎日を過ごし

ましょう！

ファッションビジネス科卒業 2011年度卒業 / 富山県立桜井高等学校出身

舟貝 理沙  （株式会社時女 / 本社仕入部 アシスタントバイヤー） 
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MESSAGE
FROM
PROFESSIONAL
ファッション業界で活躍するために

ファッション界で活躍しつづけるプロからのメッセージは、

ときに厳しく、ときに温かさに満ちた説得力あるものばかりです。

ファッションの道で生きる様々な人々の

価値観に触れ、自分にプラスに。

経験から語られるリアルな声やアドバイスは

ファッション業界で活躍するための道しるべです。

夢を実現するために必要なことを考える

在学中の活動紹介

10. 西村 幸子 （フリーランスデザイナー）

2 年間服作りを学んできて自分の将来の夢を実現するためには

何が必要か・・・と考えた時に「自分のブランドや作品を表現・

発信する」ツールをもっと身につけなければいけないと感じまし

た。そこでビジネス専攻科ではホームページ作りや冊子作成な

どのグラフィックデザインの勉強をしたり販売から経営までの勉

強を現場での研修を交えながら教わったり、と卒業後に即使え

るようなカリキュラムをこなしました。

課外イベントにも参加しました。2014 年11/8～11/9に東京ビッ

クサイトにて行われた「デザインフェスタ」に去年に引き続き参

加し、授業内で作成した動画や冊子も置いたり、イベントで知り

合った外部の方ともコラボしてたくさんの方に知ってもらえるい

い機会になりましたし満足のいくものとなりました。

卒業制作では自分のブランドでもある “ねむねむ” のショーを構

成から動画作成、16 スタイルの衣装作成まで全て一人で作り上

げました。納得いくものになったおかげでお客様からもいい評価

をいただきました。

卒業後は “ねむねむ” を更に広めていく事と同時に色んな方から

の依頼を受け制作をしていくつもりです。すでに動き出している

ものもあり卒業を迎えるだけの時期なのに忙しく登校していま

す。人と人とのつながりを大事にしながらこれからもがんばって

いきます。

デザイン専攻科 2014 年度卒業 / 石川県立金沢辰巳丘高等学校出身

東京で開催された「デザインフェスタ」に自らの作
品を出展。製作の衣装を始め広報物も授業内にて
自らが製作。

BFR ではオリジナルブランドのプロモーヨンビデオ
製作や DM の作成、ショーでの投影技術などをカ
リキュラム内で学び自主制作しました。
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北陸ならではの歴史あるまちで学ぶファッションの形

02. 宮浦晋哉 （Secori Gallery / 代表） 、下山和希 （セコリ荘 金沢 / 代表）

宮浦 晋哉 Shinya Miyaura：右

2011 年、杉 野 服 飾 大 学 卒 業 後 渡 英 し て、London College of 

Fashion に進学。在学中のコンペをきっかけに、日本のものづくりの創出

と発展を目的とした「Secori Gallery」を創業。日本ファッションブラン

ドを集めた展示会を開催。帰国後、国内の生地 産地をまわり始める。

2013 年、書籍『Secori Book』を出版、コミュニティスペース「セコリ荘」

を立ち上げる。キュレーターとして産地活性、職人とデザイナーのマッチ

ング、ブランド立ち上げ、産地ツアーのコーディネート等を行う。産地工

場の取材を繊研新聞、Colocal、JFW 公式サイト等で連載中。

下山 和希 Kazuki Shimoyama：左

2012 年杉野服飾大学専攻科卒業。在学中は装苑賞・Tokyo 新人デザイ

ナーファッション大賞・JFA ファーデザインコンテストに入選。名古屋

ファッションコンテストではグランプリを受賞。学生時代に培った企画力

を活かし、卒業後は株式会社アンビデックスに入社。ユニセックスブラン

ド「IamI BOYGAL」の 企 画 を 担 当。2014 年 退 職 後、「Secori 

Gallery」に参画を機に、金沢へ移住。長い歴史のある石川県で、加賀

友禅や組紐などの職人技術の取材を始める。2015 年から金沢文化服装

学院でデザインの授業を担当する。

学生の頃は東京でしかファッションを学ぶことができないと思っていました。

常に新しいものが生まれ、発信され、流行の最先端を追うことがファッション

の面白さだと感じていました。街を歩く人、店頭のショーウィンドウ、電車の中

刷り広告、毎日何かしらの形で新しいコトを知ることができました。

きっと東京に憧れを持つ学生さんは少なからずいると思います。確かに、東京

に比べると地方はファッションに触れることができる機会は少ないかもしれない

ですが、皆さんが暮らす街の魅力を再発見してほしいと思います。

ファッションを学ぶということは必ずしもファッションに触れることだけではな

いのです。独自の文化と共に日本古来の歴史を継承し続けた金沢には今も尚、

形を変えずに残る建築物や伝統工芸、生活様式があり、その中の様々なところ

にファッションに繋がるヒントが隠れています。更に北陸は世界のファッション

ブランドのクリエーションを支えている日本有数の繊維産地一つです。生産現

場が身近にあり、高品質の素材に触れることができるのはファッションを学ぶ

上でとても好条件の土地だと思います。金沢の独自の文化と北陸の最先端の技

術と学生さんの豊かな感性が交わることで、他の場所では生まれない新たな才

能が育っていくと感じています。そして北陸新幹線の開通を期に新たな風が吹

き込み、更なる飛躍と発展の追い風になると思っています。北陸独自のファッショ

ンが誕生することを期待しています。

最後になりますが、学生さんにメッセージを送らせて頂きます。

夢を抱いて入学し、楽しい学校生活。希望の会社と仕事に出会って就職。そん

な道を辿れるのは稀なことです。

学生の頃は想い通りにいかず悩むことも多いと思います。そんな時は沢山の人と

会って沢山の意見を聞いて自分の道を選ぶと良いと思います。様々な人の考え

に触れ、選択肢を広げ、少しずつなりたい自分を模索していって欲しいと思いま

す。自ら行動することで、進みたい将来が少しずつ見えてくると思います。それ

が明確になったとき、後は自分を信じてがむしゃらに突き進んで欲しいと思いま

す。今度はそんな姿を見て、応援をしてくれる人がいつの間にか自然とあなた

の周りに集まってきます。そんな人たちへ感謝を忘れないで、助けをかりながら、

限られた学生生活を全力で夢に向かって突き進んでほしいと思います。

「自分」という素材を活かす手法を学ぶ

01.  川口 知美（COSTUME80+ / 舞台衣装家）

川口 知美 Tomomi Kawaguchi
京都生まれ 石川県金沢育ち。フランス国家認定上級技術者資格取得者。

ESMOD PARIS を卒業し帰国後、1999 年より衣装製作チームにて 6

年間パタンナーとして経験を積んだ後、独立。ダンス、演劇、現代美術

の現場で多様な価値観や表現と関わる事で、技術と感性を拡げて来た。

デザイン→型紙→縫製の一連の作業を総括し、スタイリングやリメイクな

ど様々な手法を用いながら作家と共に作品を高める制作方法を実践する。

近年は、衣装ワークショップファシリテーター、金沢文化服装学院 特別

講師、芸術文化に根ざす地域活性と人材育成事業での講師等、言葉で伝

える場にも積極的に立つ。

私がファッションの道を選んだのは、技術の取得と、技術者ならばあまり人と

関わらずに済むだろうと言う先入観からでした。そうしてファッションを学んだ

後、友人の誘いで偶然にも舞台の世界と出会いました。

舞台衣装家は作家やスタッフと共に架空の世界を作り上げる仕事です。

衣装を通じあらゆるジャンルの人と出会い、一つの作品を作り上げる為に行う対

話や共同作業は、様々な美学や価値観を体感する機会となりました。この他者

との対話が不可欠な工程である事が功を奏し、私の価値観はゆっくりと更新さ

れ、そこで自ら抱え込んでいた弱点は有力な手段となりうる事を知ったのです。

この道に進む決起となったのが、あるダンス作品との出会いでした。普段着に

近い衣装を着た数名の身体が舞台の上で躍動し、支え合い、個である為には他

者とどのような距離感を心がければいいのか。人と人で描かれる絶妙なバラン

スは、私には他者との関わり方についてのすべての答えが書かれた教科書の様

で、この良質なバランスが興す学びを多くの人に伝えたいと思いました。そして

服を学びを伝える手段として考え、保持している技術と知識をさらに活かせる道

として選んだのが舞台衣装でした。

ファッションとは、時代との対話を経て未来への提案を行う事であり、服を作

る行為は、形と素材が互いに高め合う方法を探し当ててやる事なのだと思いま

す。すべての素材にはそれぞれの特性があり、触れたり距離を取ったりして、

実験を繰り返して様々な角度でひとつのモノを現象として捉え、あるべき形へ

と昇華させます。

同じように、人にもそれぞれ特性と美学があります。勿論、それはあなた自身

の中にもあるでしょう。

服作りを熟知する事は、自分という素材と向き合い、分析し、どう社会に役立

てて行くかを知る手立てとなります。そして、その試行錯誤から自分だけの言

葉が生まれ、それは服と言う境界線を越えて、より大きな世界での出会いや活

動の場へと拡がります。

ファッションを学ぶことは経済的な循環とその仕組みや手法を学ぶ側面もあり

ますが、その為にはこの対極にある作り手と受け手の精神の循環やその哲学を

知る事が必要不可欠です。

金沢には国内外からも注目を受ける最新鋭の現代美術がいつでも手の届く所に

あり、また、伝統工芸・芸能・建築、そして食文化などの伝承があります。新

旧の文化がバランス良く住民の生活の一部として存在し、それ自体が観光資源

として経済的／精神的循環をもたらしている稀有な土地だと思います。

この文化資源の国内外へのアプローチとレスポンスを生活の中で体感できる事

は、自らが持つ資源を活かす手法を得る何よりの生きたヒントとなるでしょう。
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好きこそものの上手なれ

04. 岡崎 素子 （Shinzone / バイヤー）

岡崎 素子 Marine Okazaki

1997 年 1 年間英国留学。2003 年フェリス女学院大学文学部英文学科

卒業後、株式会社三越入社。三越銀座店にて婦人服販売、店舗開発（リ

ニューアル企画）、婦人服飾雑貨バイヤーを経験。在職中、IFI ビジネスス

クール ファッションマーチャンダイジング（半年間）コース修了。2008

年株式会社シンゾーン入社。アシスタントバイヤーを経て 2011 年より現

職。

タイトルの「好きこそものの上手なれ」。私はこの言葉を信じてファッションを

仕事にしています。ファッションに限らず「好き」という気持ちは強い感情であり、

どんな仕事をする上でもモチベーションに繋がると思います。

私自身ファッション業界で働いてから 11 年しか経っておらず、まだまだ未熟者

ですが、私の経験談がひとつのケースとして、ファッション業界を目指す皆様

に少しでもご参考になれば幸いです。

大学生の時の就職活動を始めた時は「色んな人に出会える仕事がいいな。（高

校で英国留学したため）英語を使った仕事をしたいな。」という漠然とした思い

しかなく、様々な業種の企業の入社試験を受けました。OG 訪問で百貨店の三

越でバイヤーをされていた方のお話を伺う機会があり、「バイヤーという仕事は

それが叶いそうだな、楽しそうだな」と思ったことをきっかけにバイヤーを目指

すようになりました。運よく希望通り三越に入社して婦人服の売場に配属されて

から「ファッションが好き」「ファッションって楽しいな」という気持ちが強くな

り、その想いだけが自分を駆り立ててきました。どの仕事においてもそうだと思

いますが、仕事には雑用とも思えるような地味な業務が多々あります。特に新

入社員の時はストック整理、掃除、伝票仕分け、納品・返品作業という裏方の

業務が主でした。その時はバイヤーの業務とはほど遠いいと感じたものですが、

いま振り返るとその業務ひとつひとつが小売業にとっては大切な基礎であり、

無駄な経験はひとつもなかったと思います。そこで気持ちがくじけて辞めてしま

う人たちも見てきましたが、とにかく諦めない気持ちが大切だと実感しています。

同じ目標を持っている人たちが大勢いるなか、どうやったらバイヤーになれるの

か、いま自分にできることは何なのかと自問自答しながら行動してきました。た

とえば休日を返上してはバイヤーに「展示会に連れて行ってください」と懇願し

てアピールもしました。そしてその時に与えられた業務はがむしゃらになって取

り組みました。お給料がマイナスになるくらい洋服、靴、バッグを買い漁り、会

社や親からも怒られ、失敗もたくさん経験しました。若い時は失敗も恥ずかしく

ないですし、それも自分の糧になります。失敗を恐れず、情熱を持って図々し

いくらい積極的になってもいいと思います。日々バイイングをさせて頂いている

なかで、情熱と愛情を持ってものづくりをされている方たちに出逢うことがあり

ます。その方たちの魂がこもった物に出会った時の感動を得るたびに「この仕

事をやっていて良かった」と思わせてもらいます。そんな素敵な物や人との出

逢いがあることがこの業界で働く魅力のひとつです。

ファッションに携わる上で大切な要素ある「感性」が、金沢では磨きやすい恵

まれた環境にあると思います。独自の文化や歴史を持ち、金沢 21 世紀美術館

や兼六園など芸術的な場も身近にあり、街自体が世界的に見ても美しいこの場

所でファッションを勉強できるということは皆様にとって強みになり、アイデン

ティティになること間違いありません。ファッションへ強い情熱と愛情を持つ皆

様にお会いできる日がくることを楽しみにしております。

あなたの人生を夢に近付けるために

03. 松田 卓也 （株式会社エース / 営業部長）

松田 卓也 Takuya Matsuda

高校卒業後、CD ショップバイヤー、レンタルビデオショップバイヤー & マ

ネジメント、雑貨店店長を経て現職。実店舗 3 店舗と通販店舗 3 店舗を

マネジメント。

今、自分の進路について考えている真っ最中の皆さん。僕は自分の 10 代の頃

を思い出しながらこの文章を書いています。これを読んでいる人は、少なくとも

ファッションというものに興味がある人だと思います。

はっきりしていてもいなくても好きだったり興味があったり、漠然としていたとし

ても自分がやりたいことがあるということは素晴らしいと思います。そういうも

のと向き合う時、人間は自分の想像以上に大きい力が出るんだと思います。

偉そうなことを言っていますが自分の 10 代を振り返ると、やりたいことはあっ

たものの取りあえず、という形で深く考えず、腰掛けのつもりで就職して社会に

出た事を思い出します。

洋服が好きなら高校を卒業してすぐ自分の好きなショップのスタッフ募集に応募

してみるのも良いと思います。もしモノ作りがしたいなら、縫製工場などに就職

してもいいですし、例えば直接作家さんや職人さん等を訪ねて弟子入り志願す

るという道もあるでしょう。

もちろん、習得したい技術や資格がはっきりしている人こそ、金沢文化服装学

院のような専門校で基礎から学ぶのもアリアリです。方法はその人の数だけあ

りますし、何がその人にとって正しいかはその道を行かないとわかりません。い

くら皆さんが若いと言っても、結局の所時間は有限なので道を決めるのは早け

れば早い方が、その分経験も積めますしね。

でも今回自分が特にメッセージを発信したいのは自分の未来に自信を持ちきれ

ず悩んでいるあなたです。全ての人が明確に道を決めて先に進めるわけではあ

りません。これを読んでいる皆さんの中にも明確に目標が見えているわけでな

く、漠然とファッションに興味を持っている人も多いと思います。思う存分悩ん

だり考えたりできる時間があることも若さの特権です。その時間が回り道なの

か近道なのかは、その人のその後の行動が決めます。

もしあなたがファッションやモノづくりに興味があり、でも、自分の進む道を定

めきれていないなら、仲間と一緒に色々な事を学びながらじっくりと考えていく

のも「道」の１つだと思います。

学生の皆さんにとって今は当たり前、でも人生全体でみると限定的で特殊な「学

校」という環境でしか体験できないことも多くあります。企画や生産のモノ作り、

販売店等、学生という立場で色々な現場に触れていく中で体験することはあな

たの選択肢や可能性を大きく拡げてくれます。

10 代と言う二度と無いキラキラした時代に、流行のモードから個性的なアイテ

ムまで様々なファッションが揃う竪町・香林坊の商業施設だけでなく、「今」に

触れることが出来る世界的にも有名な金沢 21 世紀美術館や「歴史」を感じさ

せる伝統芸能や兼六園等、金沢ならではの新旧が交差した文化に日々触れなが

ら、“犀川が流れるほとり” という他にはないシチュエーションで自分の未来に

ついてじっくり考えるのもこれからの長い人生の財産になることは間違いありま

せん。
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アクセスガイド

1. 金沢駅東口バスターミナル⑦⑧⑨いずれかに乗車 10 分。

　片町下車。徒歩３分。

2. 北陸鉄道石川総線終点野町駅より徒歩 7 分。

model：Kobato Shintani

costume：Kazuki Shimoyama

hair：Hideki Murakami
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TRUE
PRIDE
あなたらしく生きるためのプライド

「大好き」を学ぶことに決めた

あとは自分が努力するだけでいい

誰も自分にはなれないし、自分は誰にも似ていない

自分は自分　

だから自分に責任を持つ

「どんな自分になりたいのか」

「いつ動き出すのか」

と自分自身に聞いてみた

答えは明白

「今やらなくては未来の自分が見えてこない」と

人生は自分で描くもの

だから自分にプライドが持てる未来、

一生懸命ガンバる覚悟ができる

あなたが、あなたらしく生きるためのプライド

それは、好きな世界へ跳ぶための翼です

金沢文化服装学院は一生懸命ガンバる

覚悟のできたファッショニスタを待っています

Access MapCover Making



KANAZAWA
BUNKA

FASHION
COLLEGE

K A N A Z A W A  B U N K A  F A S H I O N  C O L L E G E

〒921-8032 金沢市清川町 1 番 5 号
TEL:076-242-2330　FAX:076-242-2362
http://www.kanabun.ac.jp

ファッションセミナー
ブンカスプリングスクール

5/24SUN
ブンカサマースクール

7/26SUN
• 8/23SUN

プレミアムスクール

8/6THU - 8/7FRI
金沢文化服装学院ってどんなとこ？
学校説明・在校生によるプレゼンテーション・卒業生によ

るトークイベント・ファッションショーとカナブン盛りだくさ

んな一日を体感できます。

学校説明会
4/11SAT - 3/6SUN
学科説明からキャリア相談まで
学校・学科についての説明会と施設見学。アドバイザーが

親切丁寧に対応いたします。

体験入学会
5/17SUN - 3/21MON
カナブンの体験授業イベント！
全 6講座から好きなコースを１つ選んで学びや実習をじっく

り体験できます。

BUNKAFASHIONRENAISSANCE
2/9SAT  -2/14SUN
制作作品を発表するメインイベント
作品の展示からファッションショーまでカナブンでの学び

の集大成が集約された２日間！

カナブン祭
10/31SAT - 11/1SUN
ファッショナブルな学園祭
学生によるファッションショーやダンスやバンド演奏など大

盛り上がりのイベントとおしゃれ学生によるフリマ開催！

学校法人 金沢文化学園
専門学校金沢文化服装学院


