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ファッションコース3年

いましたが、考え方が変わってきま

36

20

東洋学園高等専修学校

2
3

30

岩倉 聡美
谷口 梨花

繊維ファッション
産学協議会理事長賞
研壁 宣男 先生

10

中部ファッション専門学校
上田安子服飾専門学校

一般財団法人職業教育・
キャリア教育財団理事長賞
一般財団法人日本ファッション
教育振興協会理事長賞
support surface
ファッションデザイナー

ファッション画コンクールについて

全国服飾学校

小篠 ゆま先生

横浜ファッションデザイン専門学校

ファッション産業学科
ファッションビジネス
マネジメントコース3年

ファッションクリエイター学科
ファッションクリエイター
マスターズコース3年

YUMA KOSHINO
ファッションデザイナー

全国服飾学校協会会長賞

野田 いおり
橘 侑希
と詰まりすぎている部分も少し感じられま

ファッション画決戦審査風景

ております。今まで尊敬致します先輩方
入職して以来、多くの先生方に時に厳し

私が学校法人文化学園文化服装学院に

年もの長きにわたり務めることが出

今回の受賞は、今は亡き恩師のご指導
諸先生方、さらに退職された先生方から

来ましたのも、理事長、校長先生はじめ

の、温情あるお力添えと、これまでかか

私は、長年ファッションデザイン画の

に編んでくれたセーターや帽子です。小

原点は、幼いころ、母親が私達姉弟のため

私の仕事であり趣味でもある編み物の

いろなことに驚きや発見、刺激を受けな

毎日、学生たちと接していると、いろ

恵まれたおかげです。

と、先輩がたをはじめ、同僚、後輩達に

ります。

だき、ありがとうございました。

このたびは永年勤続にて表彰していた

の受賞を見てまいりましたので、今の時
く、時に温かくご指導いただいたお陰だ

授業を専門としてきました。新入生には

さくなったらほどいて編み直すことがで
がら日々を過ごしてきました。昭和、平

と存じます。

点での私がいただきましてよろしいもの
かと恐縮しております。

人体の基本となるプロポーションやポー

成、令和と時代は変わり、学生達もファ

わってきた学生達、そして家族のお陰だ

が、その中で私はファッションに深く関

ズ、衣服を明確に伝える描き方、素材感
きる編み物に興味をもち、母のすること

た、流行を取り入れながら、個性豊かに

ッションの流行に追いつけ追い越せ、ま

です。

ジしてさりげなく着こなしているのを見

自分を表現し、古いものを今風にアレン

て、学生から教えて貰うことも多々あり

これからも
品の楽しさを、多くの人へ教えることに

熱意も伝わってくる審査に関わらせてい

年々向上し、ご指導されている先生方の

係者の皆さまに感謝いたします。ありが

教壇に立たせていただけましたこと、関

日、

日を大切に学生と

一緒に勉強していきたいと思います。

これからも

自身も勉強する日々が続いています。

ました。現在も学生に教えながら、自分

携わっていけたら、うれしく思っており

本の糸からでき上がる作

り、今日まで携われたことは、私の宝物

と思い感謝しております。

連するテキスタイル染色に携わってまい

を見様見真似でしていたことが仕事にな

数年が経ちます

りました。学生指導をしていく過程で、
を彩る画材説明、コンクールや就職活動

一般財団法人日本ファッション教育振

に繋がる授業を担当しております。

興協会が主催する全国服飾学校ファッシ

やりがいを感じていることは学生達の成

を習得する瞬間、新たなデザインの発想

年間、務

ョン画コンクールの審査員を

毎年、各学校から選出される優秀な作

めさせていただきました。

が生まれた瞬間など、そしてそれらを造

や柄の制作を指導サポートし完成させて
いくことは、私にとりましても大きな達

今後は限られた期間にはなると思いま

ただいたことは私にとって実りある経験

最後になりますが、今日まで健康で、

ます。

すが、今までと変わらず学生達のサポー

品を拝見してきました。参加校の実力は

トをしながら、成長していく瞬間を楽し

本当にありがとうございました。

このたびは、服飾教育功労賞をいただ

まだ若輩者にもかかわらず服飾教育功労

このたびは多くの諸先輩方がいる中、

とうございました。

でした。

しています。このたびは、本当にありが

知を集結して更に発展しますことを祈念

歴史ある日本の服飾教育が、皆様の叡

みに学生指導に携わってまいりたいと思
います。
このたびは誠にありがとうございま

き、大変栄誉あることと感謝しています。

した。

長年服飾教育に携わらせていただき、

生方からご指導いただいたおかげだと感

の影響を受けたからです。物を作る楽し

私が服飾の道を志したのは、亡き叔母

ご支援、ご協力あってのことです。この場

業界関係者並びに、多くの教育関係者の

けでなく、この機会へ導いていただいた

この服飾教育功労賞は、私一人の力だ

このような表彰をしていただけたこと、

謝しております。

年に亘り商社マンと

して世界を駆け巡ってまいりましたが、

さの喜びを身近に感じていたので、興味

りの大切さ、大変さをいかにして学生に

いることは、服作りの楽しさとものづく

勉学に励み、気がつけば自分も服飾教育

御指導いただき、服飾の魅力に魅せられ

した。特に、生き生きとした目で未来を

まで様々なことを経験させていただきま

私が服作りを教えるうえで大切にして

ファッションと関係ない分野の仕事をし

習得してもらえるかを心がけて指導する

時には教育の難しさに気づかせてくれた

年が経過しました。商社時代は、

ておりましたので、当初は大いに戸惑い

ことです。学生が服作りを学ぶうえで一

人に教えることの難しさに挫折しそう

に携わっておりました。

現在コロナ禍の中、ファッション業界

ことが、私の成長の励みとなりました。

日本のファッション産業は長期に亘る

変化するファッションに刺激を受け、学

に良かったと実感いたします。また日々

服飾の仕事に携わらせていただいて本当

できました。

だいたりしながら今日まで続けることが

生のミシン指導のお手伝いをさせていた

ション教育に携わる身として、これから

はきびしい時代でもありますが、ファッ

語る多くの学生と出会えたこと、そして

私がファッション教育に携わり、今日

周りの皆様にご迷惑をお掛けしました。

つ一つの積み重ねを丁寧に理解し、一針、

な時もありますが、学生が作品を完成さ

をお借りして心から感謝申し上げます。

そのような中で、最も私を支え、ご指導

一針の大切さを感じながら思い通りの作

せ喜ぶ姿に元気をいただき、近年は小学

不況に苦しんでおり、先行きが見えない

生と共に成長させていただいたことに感

宇部文化服装学院の学院長や先生方に

下さったのが、前理事長の故大沼淳先生

品が仕上がり、大きく成長していく姿を

のあった服飾の道に進みました。

です。先生から、ファッション教育だけ

見ることが出来た時、大きな幸せを感じ、

状態です。しかし、世界的に見れば魅力あ

謝いたします。

の人生を豊かにすることだと思います。

私は技術を身に付けることは、その人

てまいります。

教授し、業界へ送り出していく努力をし

熱意を持って知識、技術を余すことなく

ます。

で服飾教育に力を注いでいきたいと思い

これからも、初心を忘れずに生涯現役

仕事だと思います。

そのお手伝いをさせていただくのが私の

のファッション業界を夢見て学ぶ学生に、

る産業であり、人口増の著しいアジア地

日々研鑽を積み努力をしていきたいと思

これからきびしい時代がまいりますが、

ットで通用する人材を育成するため、世

した。

本日は、本当にありがとうございま

います。

向かって更に精進を続けたいと思います。

時間は限られていますが、遥かな目標に

努力を続けてまいりました。私に残された

界標準で一流と呼ばれる学校になろうと

日本という枠を飛び越え、新しいマーケ

区では将来の成長が見込まれています。

だきました。

ではなく、学校経営の本質を教えていた

既に

縁あって、全く畑違いの世界に飛び込み、

大学卒業後、約

お礼を申し上げます。

今回の受章に際しまして、今まで私を

宇部文化服装学院

支えて下さったすべての方々に心からの

縄重 洋子先生

賞をいただき、身が引き締まる思いです。

とうございました。

香蘭ファッションデザイン専門学校

深田 勝久先生

成感のある仕事でした。

1

この表彰は私の人生を振り返る良い機会

大阪文化服装学院

となりました。

吉川 佳江先生

1

13

誠にありがとうございます。永きにわた

大阪文化服装学院

り教壇に立たせていただけたのは、諸先

森 慈郎先生

1

形していく工程の中で、各自の求める色

長の瞬間を見ることでした。知識や技術

服飾教育に携わって

いたしましたこと、誠に光栄に思ってお

児玉 政子先生

30

40

に思います。

下村 みち代先生

だくことになりましたことを誠に感謝し

このたび、服飾教育顕彰功労章を頂戴

渋谷ファッション＆アート専門学校

このたびは、輝かしい賞を頂戴し光栄

文化服装学院

このたびは服飾教育顕彰功労賞をいた

文化服装学院

金谷 容子先生

30

4
5

文化服装学院

太田 繁先生
21

開催しております。顕彰式では、長年にわたる服飾教育への貢献を称え、
「服飾教育功労章」が授与されます。
協力 一般財団法人職業教育・キャリア教育財団
主催 一般財団法人日本ファッション教育振興協会／全国服飾学校協会

推進していますが、その中で服飾学校教育の振興を通じて社会の進展に尽力した功績顕著な教育者を顕彰する制度があります。全国

都道府県より候補者の推薦を受け、服飾教育顕彰選考委員会での審査の後、被受章者を決定し、毎年、服の日記念行事として顕彰式を

20 20年 度 服飾 教 育 顕 彰 表 彰

日本ファッション教育振興協会は、
ファッション教育の充実・向上・振興を図るために多くの方々にご協力をいただきながら様々な事業を

協 会 だより

級はビジネスマンや社会人に向

かな枠組みを持っているのは現在も変わっ

中心とする方のための検定試験という大ま

級はファッションを学ぶ学生を

・

検定は

やっているところが多く当協会も出来るだ

年以上経ちますが、

け低廉に努めてますので、逆にもし検定試

当協会は創立以来
ていません。

そんな中で近づく前期のFB検定、FS検

態宣言まで出て未曾有の混乱となりました。

た。東京では出勤禁止令というべき緊急事

全な受験を担保できるかをはかり、会場の

けました。また、受験生にとって安心・安

実施を掲げ、全国の幹事校に協力を呼びか

などの安全環境等に充分配慮したうえでの

先ず、政府が提唱する「三密を避ける」

生達もコロナ感染対策に協力、さらに合わ

は最大の喜びでもありました。また、受験

ることができ、学生達にも提供できたこと

けでありましたが、最悪のシナリオは免れ

級は業界の経験者、それも生半可なも

プロとして

験ができなかったら、破碇の道を進むとい

定。協会も実施の可否をめぐって全国の状

増設や係員の増員等により細かい対応など

せて学校関係者、会場協力者のみなさんに

月より日本にも大流行しまし

せる「コロナウイルス感染」が全世界に充

況を把握しながら、何度も検討を重ね、他

具体的なシミュレーションを行いながら準

年度も、前年同様のコロナ感染と

今 年 も 気 をつ けて … …
令和
の闘いの年でもあると思います。仮にワク
チンが国内で出回ったとしても一方で変異
種のウイルスなどもあって予断を許しませ
ん。ひとつひとつ丁寧に対応していきたい
と思います。何卒ご協力をお願いいたします。

のではなく業界全体を広く理解しているか

％前後です。特に近年F

試す試験であり、その難易度は並大抵では
なく、合格率は
B検定、FS検定へのビジネスマンの受験
が増えています。プロとしての誇りだけで
なく企業内の資格制度や研修成果などにも

検定は、やはり実務経験がモノ

利用され、まとまっての受験も増えていま
す。この

～

年の学

ヶ所別日程で行っています。

級試験で試してみません

月

カラーは必須アイテムです。
級と

回にまとめ

年間の授

つの試験があ

を引き継ぎ実施しているものでこちらも筆

つて日本和裁教育協会が実施していたもの

定」は筆記だけになります。「和裁」はか

試験があるのが特徴です。一方、「洋裁認

違いはPM検定は筆記に加えて重要な実技

はっきりした

裁認定」との

検定」と「洋

れます。「PM

し込み実施さ

学校単位で申

はなく各専門

公式な検定で

みるもので、

技能の実力を

と「和裁」の

ります。ともに日本の伝統に立った「洋裁」

と「日本和裁技能認定」の

し量るための試験に「日本洋裁技能認定」

裁の理解度はどのくらいあるかの力量を推

がどのくらいあるのか、学校内で洋裁、和

検定試験ではありませんが、自分の実力

認定試験

獲ることも可能です。

前と午後、別々に行われるので一気に両方

❷FC検定については

級試験が午

ます。ファッションにとって

べて特化したものとなってい

「ファッションカラー」にす

ているカラー検定とは異なり

多く、他の協会や会社が行っ

業科目に採用している学校も

評判もいいため、

て行っています。テキストの

を年度末の

か？将来への道が開けるのでは？

度自分の実力を

（会社）を背負って立てるのか、などなど

量をつけているのか、この先アパレル業界

の実力がいかに通じるか、どのくらいの力

は元も子もありません。実務で知識・経験

FBの世界にいても年数を重ねるだけで

ぜひ チャレンジ を

詳細は本部まで。

東京に加え、大阪でも行うことがあります。

FBやFS検定も増加に伴い、同日ですが

東京・大阪で

生、しかも学校をあげての受験が急増です。

タンナーが中心ですが、今や

性を求められる試験です。これもプロのパ

な仕事ぶり、クリエイション力など、確実

な技能はもちろん、スピードや丁寧で正確

合格者も多くいます。一方PM検定は高度

けています。FBを教える教員には必須で、

大学で商学・経済を学んだ専門学校生も受

を言うため学生には道は険しいのですが、

2

満し、昨年

団体・協会の検定の様子を見ながら断腸の

備しました。

日待ちに待った検定再開。スタッ

月F

回だ

心より御礼申し上げます。

つの検定を中止とし、PM

級の筆記試験と大阪で実施のPM検定

思いで前出の

級を後日に延期することを発表しました。

月からの後期

協会では、この宣言中リモートと交替出

月

フも緊張しながらPM2級の対応。試験が

月FB検定、

無事終了と全国から報告を受け、一安心。

こうして引き続き

級を各

1
記試験のみです。

1

お疲れさま！

・

級、そして 月FC検

部の資格制度な

定と、それぞれの検定

S検定、PM検定

験の浅い社員や
全国各店舗で働
く店長及びそれ
に準じるクラス
などの受験が増
えています。企

どに上手く活用

業によっては内
ます。新版は激変著しいECや通販、また

されている企業も出て来ています。これは

た『ファッション販売』

』とも

4

勤により業務を続けながら

級試験が同日実施では
はIT化など情報分野を取り込みすべて一

級の検定とも連動し

級』が新たに発刊

級』ですが、引き続き

月に発行の『ファッション販売能

て受験されています。

大変難関といわれる

新されます。検定の参考書としても大いに
役立てください。

❸昨年

力検定試験問題集

月を目標に『同

トに準拠するものです。ぜひ『同

年以上の現

回実施していたFC検定

3

検定をどうするか、果たして実施すること

、

級が

回ですので出願期間

ヶ所のそれぞれ

ファッション販 売 能 力 検 定
（略称FS検定）

今年

生の参入が著しく増加しています。ファッ

どもご利用ください。

する予定です。これは2018年に一新し

ション界への就職求人も販売分野は多く、

❹兼ねてより学と産が一体化した検定をと

級でいえば、まずは短大・大学

❶この検定の広がりぶりは特記に値するも

また入社後も広く専門分野として要求され

勧めてまいりましたが真の販売プロフェッ

のです。

ることも多く、エキスパート化していく要

のテキス

素もあるので、がっちり学習して資格を取

ショナルを認め、
さらに高

するため、

した。販売のプロを認定

ナル協会』と手を結びま

本販売員プロフェッショ

みを極めようとする『日

及び

っていこうと思われます。また専門学校生
においても異分野、例えば商業ビジネス分
野や美容分野の専門学校から受験にトライ
されています。さらに高校生の受験生も増
えています。アパレルの科を持った高校は

場実践と様々な試験を経て認定され、厳し

もちろんですが、普通高校から、そして一
般大学からとファッション業界へ就職され

い審査のある〝真の販売プロ〟を目指して

級以上を取得してい

り、ぜひ今後有効にご利用ください。

験で販プロ認定の免除に活用された方もお

る方は科目免除となります。早速昨年の試

で当協会のFS検定

います。そのうちの試験科目『知識』部門

る方やファッション大好きな方たちも参入

級の検定は、社会人、ビジネスマンそ

しています。
❷

して何といって
もファッション
企業からの受験

ファッション色 彩 能 力 検 定
❶昨年度から年

（略称FC検定）

！
！

ができるのか、そんな毎日であったと言っ
ても過言ではありません。というのは、検

パターンメー キング 技 術 検 定
当協会のPM検定は創設当初より文部省

（略称PM検定）
（当 時 ） か ら 厳 し い チ ェ ッ ク を 受 け な が ら
高い技術とクリエイション力を取得してい
るかを確認する唯一の公式検定です。PM

一昨年より

技術（実技）と筆記試験から成ります。

なくなりそれぞれ年

級は全国

に注意ください。また、試験会場は
都道府県、

月発行予定）の「受験案内」を参照

指定会場で行われます。詳細は2021年
度（
のこと。

ファッションビ ジ ネス能 力 検 定
（略称FB検定）
❶FB検定はここ数年社会人
（アパレル系）
、
ビジネスマンの受験が増えています。すさ
まじい勢いで変わる業界にあって、やはり
ファッションビジネス知識を知っておくこ
と、きちんと整理をして業界の全てを見渡
せること、これらをしっかり確認できるの
がこの検定。もちろん学生の時から早く取

級目指して、一つ一つがんばっ

っていれば、業界に出ても恐るに足らず。
がっちり
ていきましょう。
❷永らく使用されてきました『ファッショ

月に発行されまし
級の制作が本格的に始まっ

級が2019年

ンビジネス』のテキストが新版として、先
ず

た。引き続き

月末発刊を目標に進められてい

ており、コロナ禍により遅れてはいるもの
の今年度

生が急増です。

、

一般大学からの
新入から

年を経たまだ経
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密に備えて裁断台一人一台で
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厳 戒 下での 検 定 実 施

当初よりファッション人材育成のため途切

け、

1

う事態も覚悟のうえで再開に向けて手探り

定を実施する協会や財団どこもギリギリで
3

れることなく検定試験を実施してまいりま

検 定 始 まって 初の 中 止！
2

を続けてきました。

しっかり離れてFC筆記試験

した。ところが、今年度は世界中を震撼さ
密を避けてのPM実技試験
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1級検定 にチャレンジしてみよう
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左 厳戒下での検定試験会場 右 検温と消毒は万全に
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コロナウイルス感染 禍で の
三密を避けての 検 定 試 験！
！

