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はじめに
産業や社会情勢の変化、さらには国際化が進む中で、将来の日本を背負う次
世代型人材教育を目的としてスタートした文部科学省委託事業「成長分野等に
おける中核的専門人材養成の戦略的推進事業」も、今年で三年度目を迎えるこ
ととなった。
世界市場が急速に変化をしていく中で、日本のファッション界は総力をあげ、
この問題に取り組む必要性に迫られている。ファッション界は他の分野の産業
とは異なり内需志向が強く、グローバル化が遅れてきた一方で、生産において
は空洞化が進み、モノづくりの形態が刻一刻と変貌を遂げている。
特に近年のグローバル化に対応する人材の育成については、業界全体として
の課題となっている。とりわけ、中国をはじめとしたアジア各国の台頭に伴い、
それに対応した教育が求められているが、実際にテーマとして学生に指導でき
る教員の確保ができていない、ノウハウがないということも現状にあり、こう
いった問題を打開する解決策を、産官学の連携によって検討していくことが必
要となってこよう。
政府が成長戦略として打ち出したクールジャパン戦略によって、日本のファ
ッション分野は注目を集めている。官民一体となり、世界に発信していく取組
みが推進されている現代において、海外を相手にコンテンツを生み出す人材の
育成がファッション教育には求められている。また近年では、社会人の学び直
し、さらには早い時期からの職業教育の必要性が問われており、その意味でも
このコンソーシアムが担う役割は非常に大きいものがある。
この事業では、文部科学省の指導のもと、世界的に活躍できる次世代の人材
育成の構築をめざし、昨年度の協議も踏まえながら、中核的専門人材養成のた
めの協議を引き続き行った。この事業が、日本のファッション教育の更なる発
展に寄与すればと願っている。

平成２６年３月
学校法人文化学園 国際ファッション産学推進機構
ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム委員会
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ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム
委員会スケジュール

委

員

会

職域プロジェクトの方向性の示唆・助言・評価などを行う。また、評価基準検
討委員会の報告に基づき、内容に対する助言・承認などを行い、合わせて今後
必要となる人材像の模索もしていく。

第1回

2013 年 8 月 26 日（月）13：00 ～ 15：00
会場：学校法人文化学園 B044 会議室
① はじめに
② 産学コンソーシアム委員自己紹介
③ 今年度の文部科学省事業受託の概要について
○ 産学コンソーシアムの概要－これまでの経緯及び事業目的－
○ 各職域プロジェクトについて
・クリエーション
・グローバルビジネス
・社会人教育
○ 今後のスケジュール
④ その他
⑤ 事務連絡

第2回

2013 年 11 月 11 日（月）15：00 ～ 17：00
会場：学校法人文化学園 A045ab 会議室
① 職域プロジェクト進捗状況報告
○ クリエーション
※分科会含む
○ グローバルビジネス
○ 社会人教育
② その他

第3回
①
②

2013 年 12 月 2 日（月）15：00 ～ 17：00
会場：学校法人文化学園 B044 会議室
求められる人材像について
その他
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第4回

2014 年 1 月 15 日（水）10：00 ～ 12：00
会場：学校法人文化学園 C041 国際会議室
① 職域プロジェクト進捗状況報告
○ クリエーション
※分科会含む
○ グローバルビジネス
○ 社会人教育
② 評価基準の検討について
③ その他

第5回

2014 年 2 月 20 日（木）10：00 ～ 12：00
会場：学校法人文化学園 C041 国際会議室
① 職域プロジェクト報告
○ クリエーション
※分科会含む
○ グローバルビジネス
○ 社会人教育
② 評価基準の検討について
③ その他

評価基準検討委員会
次世代のファッション界における中核的専門人材を育成し、その評価をするた
めの評価基準を検討する。全国規模で用いることのできる汎用性の高い評価指
標の確立を目指す。
第1回

2013 年 10 月 10 日（木）17：00 ～ 19：00
会場：学校法人文化学園 B046a 会議室
① はじめに
② ファッション中核人材育成へのポイント
○ 学校の果たす役割とは
③ その他

第 2 回 2013 年 11 月 12 日（火）17：00 ～ 19：00
会場：学校法人文化学園 B046a 会議室
① はじめに
② 求められる人材像（知識・能力）の検討
③ その他
第 3 回 2014 年 1 月 9 日（木）10：00 ～ 12：00
会場：学校法人文化学園 B046a 会議室
① 求められる人材像（知識・能力）の検討
② その他
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１.産学コンソーシアムの
取組みと実施報告

7

産学官連携コンソーシアムにおける具体的な取組内容

この事業は、平成 23 年度文部科学省の委託事業として創設された。ファッシ
ョン分野におけるグローバルな人材を養成するための具体的な教育プログラム
を調査・研究・協議し、それを教育の現場に落とすことにより、中核的専門人
材を育成することを目的としている。
同年、本学を中心として各ファッション系の学校、企業、関係団体とコンソ
ーシアム（共同体）を形成し、上記人材を育成するカリキュラムの組成を行っ
た。分野としてはクリエーション、ファッションビジネス、グローバルビジネ
ス、社会人教育の４つの分科会を組織し、各分科会の意見を集約する委員会を
１つ、計５つの検討機関を設けて運用した。
昨年度は、前年度組成したカリキュラムに基づいた各校での実証（通称、職
域プロジェクト）を受けての助言や評価、方向性の示唆を本事業内で行い、ま
た新たに同年参入した「デニム・ジーンズクリエイター養成プロジェクト」
（中
国デザイン専門学校受託）に対するマネジメント管理も実施した。これらと並
行し、ファッション界を取り巻く様々な現状や問題点の抽出、またそれに対す
る解決策などの模索についても、本コンソーシアム事業として遂行した。
職域プロジェクトにおいては、東京のみならず大阪・名古屋といった地区で
実践したことにより、地方性などの問題点や特色などを把握でき、今後の人材
育成における試験的取組みとして成果が出た。職域プロジェクトの報告を受け、
それぞれの抱える問題点を抽出することで見えてきたのは、学校同士の連携の
必要性である。
エリアによって特性が異なるファッション業界では、教育内容が各地域によ
って異なり、学びたくとも現地に行かなくては学ぶことができない教育が多く
存在しており、閉鎖的になりがちになる。しかし、現在はインターネットの普
及による様々なコンテンツの誕生によって、それを解消するシステムはあるが、
それには学校間同士の連携が必要不可欠であり、それを促進することが、本事
業における命題であることが確認できた。この学習システムの構築は、ファッ
ション界の「グローバル化」への解決にも繋がる可能性を秘めている。
また、教育方法の見直しも迫られている。昨年度、委員が多く指摘したのは、
変化する時代に対応する教育と、評価制度である。クリエーションでいえば、
表面的な美しさを追求する教育ではなく、プロセスを重要視する教育である。
世界のファッションをリードするブランドは、テーマを追求することに力点を
置き、日々進化している。今まで、業績・結果で評価していた企業側の制度も
プロセスを重視する動きが見え始めた。こういった時代の傾向を察知し、教育
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界も常に進化することが求められていることが確認できた。
さらに、横断的な課題、産業界と教育界の認識の違い、今後の発展性などを
整理することができた。
具体的には、ファッション教育では、社会で中核を担う上で必要なスキル（技
術）を身に付ける教育が必要であり、それに伴い、各職種に応じた評価基準の
検討も求められる。人材育成は時代や環境などによって常に変化するものであ
るため、そういったことも踏まえた教育と評価を確立することが必要である。
特に現在のファッション界では、グローバル社会に向けた人材教育が求められ
る。その点を念頭にカリキュラムを実践した職域プロジェクトは多く、その中
で特に注目される人材像は、
「国際競争力を持った人物」である。こういった人
材育成のカリキュラムを実践する職域プロジェクトと連携するとともに、評価
基準の確立が求められることも確認した。また、それとともに、企業側が求め
る人材のニーズは専ら人間力にあり、主体性や考える能力、コミュニケーショ
ン能力などの要素を持った人物が理想となっている。これは、昨年度の委員に
よる企業へのヒアリング調査によって浮き彫りとなったもので、社会で働く上
ではこの要素は大前提である。これは、クリエーション、ビジネス両者に言え
る内容である。
しかし一方で、こういったパーソナルな面において、ファッションに特化し
ての人間力を含んだ評価指標は未だ確立されていない。ファッション分野で活
躍するために必要な要素は、一言で人間力という言葉で表すことはできず、テ
ーマやコンセプトの発展といった、創造性をも養わなくてはならず、他業種に
はない感性に至るまで目を向けなくてはならない。こうした評価指標を、産業
界の意見を踏まえて、より実践現場に寄り添った内容を作成することを狙い、
引き続き産官学の有識者で構成するコンソーシアムを組成し、事業を推進して
いく。
本コンソーシアム事業における実施方針は、以下の通り。
産学コンソーシアムの検討事項
①
②
③

各職域プロジェクトに対する助言・評価
これからのファッション界に求められる人材像の検討
ファッション教育における横断的な教育方法・評価基準の検討

コンソーシアムには、各職域プロジェクトに関連する産業界、教育界、関連
諸団体などからの有識者によって構成され、評価や助言、方向性などの示唆な
どを行った。連携においては、各職域プロジェクトの担当との情報を密に共有
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しつつ、コンソーシアム委員会の中で職域の代表者からの報告を通して協議す
る体制を基本とし、中間報告などを挟みながら、次世代の日本を担う人材を育
成するための強固な教育プログラム構築を図っていく体制を整える。
（本コンソ
ーシアム連携体制は、次頁以後を参照のこと）。また新たに、ファッション界に
おける横断的な評価基準の策定を目的とした評価基準検討委員会も発足。検討
された内容は随時コンソーシアム委員会の助言や評価を受け、産学が一体とな
った骨太かつ汎用性のある内容を目指した。
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ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成
産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）産学官連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ

※体制イメージ図

多様化する時代に対応するための
人材育成が求められている

国内での空洞化
国際市場の競争激化等の変化
新興国、とりわけ中国・韓国などの追い上げ
海外展開ノウハウの欠乏
近年75％前後を推移している専修学校生の就職率に
おいて、服飾・家政系の専修学校生１７０００人の就職
率をさらに上昇をさせ、最終的に就職希望者の就職を
100％にすることが求められている。

課題・ニーズ・背景

評価基準検討委員会
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の
具体的なｲﾒｰｼﾞの設定
〇 ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成すべき人材におけ
る評価基準の開発

プロジェクト進行・経過報告
問題点や課題の報告

プロジェクト評価
プロジェクトマネジメント
方向性の示唆、助言

産業界と教育界、国とが一体となった高度な教育プログラムの確立、
日本のファッション教育のモデルとして定着

○ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）分野で実施されている各職域ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ事業のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言を、委員会の報告
をもとに実施
○ これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の具体的
な設定検討を委員会内で実施。
○ 求められる人材を育成するための評価基準（ﾃﾞｻﾞｲ
ﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と全職種に用いることのでき
る基準を作成
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断的な課題などの抽出を、
委員会内で実施。

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
社会人教育において永続的に必要な
知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（分科会：高校連携）

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

経済産業省

オブザーバー

（一財）ファッション産業人材育成機構
（一財）日本ファッション教育振興協会
（一社）日本アパレル・ファッション産業協会
（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構
協同組合関西ファッション連合

業界団体

㈱オンワードホールディングス
㈱TSIホールディングス
㈱繊研新聞社
㈲イリオス・アイ

産業団体・企業 など

文化服装学院
文化学園大学
文化ファッション大学院大学
北海道文化服装専門学校
名古屋学芸大学
大阪文化服装学院
香蘭ファッションデザイン専門学校

教育機関

参加・協力機関

初年度：○ ｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・社会人教育の4つの分野に
おけるﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの開発と、それに関わるｱﾝｹｰﾄ、視察調査
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断的な課題の抽出
二年目：○ 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言
○ これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の意見交換及び共有
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における課題の検討
三年目：○ 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成すべき人材像の設定及び、それに伴う評価
基準のﾕﾆｯﾄ開発（専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売）、共通ﾕﾆｯﾄ）

成果目標

取組の概要

ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム
実施体制イメージ

検討委員会
〇 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する方向性の示唆・助言・
評価
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の
検討
〇 ファッション教育における横断的な教育方法・
評価基準の検討

〇
○
○
○
○
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取組内容

ファッション界に求められる人材の検討を委員会内で実施。
人間力やコミュニケーション能力はもちろんであるが、クリ
エーションをしている人で、ビジネスを理解している人材、は
たまたその逆も必要。一方で、その道のスペシャリストを育て
る教育も必要であり、対極的な意見がファッション教育には
存在している。

② これからのファッション界に求められる人材像の
設定

報告を受けてのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄや評価、助言を行う。
昨年度の課題として、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施には地域差の問題な
どが存在するため、ｶﾘｷｭﾗﾑの内容によっては実施が困難な
場合があることがわかった。そのため、課題を取り払うため
の教育の仕組みづくりが必要となってくる。学校間同士の連
携推進やITｼｽﾃﾑ導入などを検討し、解決を図る必要がある。

産業界と教育界、関係団体、それを支援する行政が
一体となってこれからのファッション教育に寄与するコ
ンソーシアムを結成し、以下の取組みを行う。
① 各職域プロジェクトの評価
ﾌｧｯｼｮﾝ分野において実証中の職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの進捗状況

事業報告書を作成し、日本のﾌｧｯｼｮﾝ系教育機関・企業・業
界団体、各都道府県教育委員会等、計500部程を配布予定。
また、HP上でも公開する。さらに、成果を広範に周知し、本
取組みを全国規模で認知させる目的として、事業成果報告
会を実施する。

⑤ 普及活動

ﾌｧｯｼｮﾝ教育における育成する人材像の設定とそれに伴う
質の保証となる評価基準を作成する。具体的には、職種に
関わらず、ﾌｧｯｼｮﾝ界で活躍するための人間力に対する評価
指標を示す共通ﾕﾆｯﾄと、各職種においてその知識・技能・能
力を評価する専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・FA）を作成する
こととする

④ 評価指標の開発

多様化するファッション界において求められる人材像と教
育の課題について抽出を行う。
これからのファッション教育は、学生にとって情熱を持たせ
るカリキュラムが必要。また、ある程度学生同士で競争をさ
せる内容が必要であり、こういった仕組みが必要である。

③ ファッション教育における横断的な課題の抽出
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○各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・
評価・助言
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における課題の
継続審議及び成果の普及
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成す
べき人材像の設定
○育成する人材の質の保証と
なる評価指標の開発

H25年度

成果の活用・次年度の課題等

○各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・
評価・助言
○これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求め
られる人材像の検討
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断
的な課題の抽出

H24年度

○ 共通ユニットの評価について、人間力の向上をいかにしていくかという部分が今後の検討
課題となる。
○ 個性を伸ばす特化的な教育をいかにしてすすめ、評価基準に落とし込むかが課題。

課 題

○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において、育成すべき人材像を設定。どの地域においても横断的に用いるこ
とができ、社会に出て即戦力となることを目的に、全国で普及を図る。
○ 上記人材像の質の保証となる評価指標の開発。専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と
職種に関わらず、人間力を評価する共通ユニットとを作成。今後、全国規模で利用できる
汎用性の高い評価指標を創出し、普及させる。
○ 各職域プロジェクトの事業実施における、共通的な課題などをまとめ、取組みとして全国
規模で認知されるよう、発信をする。

成果の活用

○ｶﾘｷｭﾗﾑの検討・立案・体
制構築
○各分野におけるｶﾘｷｭﾗﾑの
評価
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断
的な課題の抽出

H23年度

スケジュール

○ 産業界と教育界、関係団体、それを支援する行政が持つそれぞれの意見として発信し、これか
ら双方が連携してファッション教育を行う上での足掛かりとして活用をする
○ 教育界、産業界、関係団体より構成される産学コンソーシアムを新たに結成。次世代のファッ
ション教育の検討について、両者が一体となって取組む体制を全国で推進させる。さらに、検討
結果について全国のファッション教育機関や企業などと共有する。
○ 将来的に、各校がカリキュラム開発などを行う上でのガイドブックとして普及を行う。

本年度の成果

グローバルな人材育成を目指した教育

現在、情報通信技術の進展、交通手段の発達による移動の容易化、市場の国
際的な開放等により、人・モノ・金・情報が自由に行きかうことが要因となり、
「国境」の意義があいまいになり、ファッション分野に関わらず、国際社会の
動向は今や無視できない状況にまで差し迫っている。
２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定にあと押しされて、
我が国は加速的にグローバル化・国際化が進展していくと予測される。この状
況下で、我が国の国際社会における健全な発展に向けては、何より国を越えて
活躍できる優秀な人材を育成することこそ喫緊の課題と言える。
こうしたグローバル化に対応する一番重要なことは、何より次世代を意識し
た教育の確立が必要という視点から、早急で確実な育成にむけたアプローチが
求められる。
この「グローバル化」に向けた成長分野等における中核的専門人材を養成す
るための指標に関して、さまざまな視点から論議された。

産業界と教育界が合同で実施する産学コンソーシアム会議

過去にとらわれることではなく、未来のこれからの人材育成のために、いま
何をどうすべきか、グローバルな人間を育てるのか、またはドメスティックな
日本の教育の中での人材を育成するのか。さまざまな意見が産業界、教育界に
は存在している。
そういった現状の中、まずグローバルビジネスにおいて求められる人材像と
して以下の具体例が列挙された。
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○

グローバルビジネスを展開している企業の海外拠点、あるいはその海外拠
点の中で、スタッフとしていずれはマネジメント職を目指すような人材。

○

本格的にグローバルビジネスに挑戦しようとする、規模の小さなアパレル
や流通業者で、今後オールラウンドのビジネス推進を目指す人材。

○

海外進出を狙うクリエイターやデザイナー、そうした人材を公益の実務面
を含めて、営業や広報といった面でビジネスサポートが可能な人材。

さらに出席委員より、中国での体験が挙げられた。昨年末に中国の日系企業
を訪問した際に、グローバルに活躍する人材に必要な条件は何かを調査したと
ころ、彼らの答えは、
「敷かれた高速道路のコーナリングを鮮やかなスピードで
走るようなタイプではなく、実際に道路を造る事が出来る、そういったタイプ
の人が必要」との答えが大半だった。
つまりは、所謂「頭のよい人」ももちろん必要ではあるが、民間企業にとっ
ては実直確実に行動する実行力のある人が求められており、こういった人材を
育てることが、次世代のファッション教育においては意識すべき要素の一つと
考えられる。
加えて、グローバルな人材育成には、プレゼンテーション能力の向上が不可
欠である。言うまでもなく、グローバルな人材には、さまざまな国の人間が集
まる中で、高い志をもって人間らしさを失わずに、キラリと光るものを着実に
伝えられる能力が必要となる。想いを伝えるプレゼンテーションとは自分を表
現するということだが、フランスでは幼稚園レヴェルですでに自己表現方法を
学んでいる。日本においては、グローバルビジネスが重要な点は、誰もが認識
してはいても、東京の専門学校ですら未だ発展の途上にあり、地方では手がま
わらないのが実状である。
いま若者は否応なく世界を相手に戦わなければならない。だからこそ議論や
プレゼンテーション能力の強化にむけて、今後は日本人に弱いとされるそうし
た面をカリキュラムの中により積極的に入れ込んで行くべきだと衆議一決され
た。
そういった意味では、今年で 3 年目を迎える「グローバルファッション人材
育成プロジェクト」の開発カリキュラムは、こういった能力に目配りをした卓
越した内容となっている。今回、同プロジェクトでは、グローバルビジネスに
おける講義の他、実践（ディスカッション×プレゼンテーション）をミックス
させた内容を繰り返し実践し、学生のプレゼンテーション能力とコミュニケー
ション能力の向上を図った。これら二つの向上は、今後のグローバルビジネス
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を考える上での人材育成においては必要不可欠であり、この方式を徐々に全国
の学校に普及させていくことが求められるであろう。

ディスカッションとプレゼンテーションをする学生たち
（グローバルファッション人材育成プロジェクトより）
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デザイナー育成に求めるものは、技能か、ビジネス感覚を持った柔軟性か

顧客ニーズの多様化や国内外の情勢の変化により、人材の需要内容は非常に
多岐に亘っている。そういった時代に即した人材育成を考えたとき、現在のフ
ァッションスクールにおける教育論についても、今一度再確認する必要性に迫
られている。
特にファッションビジネスとして捉えた場合の、モノつくりの根幹を担う
デザイナーの位置づけに関して議論がなされた。これから先、日本のファッシ
ョンはどこに向かうのか。日本の独自性を出すために、モノつくりの中核をな
すデザイナーに必要とされるものは何か。
日本独自のメイドインジャパンを目指すには、
「こだわりをもって周りを説得
することが可能な能力を有した自立性を持つ人材」の育成が必要であり、産業
全体でそこに重点をおいて進むことが求められるという意見が委員より提案さ
れた。企業内デザイナーは、得てしてバランスをとる傾向が強いが、デザイナ
ーはある程度のこだわりを持ったキラリと光る技能を養うことが求められると
いう指摘がなされた。
現在、日本のファッションブランドは海外において成果を上げることがなか
なか難しい状況下である。しかし、一部の企業では海外への進出において利益
を上げ、成長をしているものの、それはクリエイティブなファッションとは言
い難いということもまた事実である。
つまり、クリエイターがグローバルな感覚を身に付ける必要はなく、作る人
と売る人は別の観点での教育が、今後の人材育成において考慮すべき課題だと
言えよう。クリエーションを極める人、ファッションを理解していてビジネス
感覚がある人、両者がセットになることが、今後のビジネスのあるべき形であ
るという意見が委員より提案された。
しかし一方で、ビジネスとして考えれば、市場のボリュームをしっかり稼ぐ
ことがデザイナーに求められる重大な使命なため、他人の意見や現在の状況を
分析する能力は、何より不可欠ではないかとの意見も出た。同時に職場では、
コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力はクリエイターにも求めら
れるもので、自分のこだわりを単に持っていればよいということでもなく、換
言すれば、職種を問わず「状況を分析し、それに対応できるだけの柔軟性をも
った人材」が必要とされているということだろう。
これらは対極的な立場にある要素であるが、両者とも決して外すことのでき
ない要素であることは間違いない。
こだわりと柔軟性、今売れているものとこれから売りたいもの、企業の向か
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う方向性や企業規模によっても異なるだろうが、そういった場合に教育現場と
してはどこに軸足を置くかが、今後の人材育成のカギとなる。今後の学校教育
では、今売れているモノではなく、将来売れるモノを察知することを教える必
要があるだろう。
こういった対極的な意見は、昨年度においても議論の中で出た課題であり、
人材育成のニーズは、地域や企業によってさまざまな要望があり、だからこそ
一つの正解を追い求める必要はない。ケースバイケースによる人材育成のあり
方について、真摯な検討の繰り返しが、あるべき理想に近づくと思われる。
だからこそ、学校教育の現場では、産業界の人材ニーズに呼応して常にアン
テナをはり、また連携を取りながら、より良い人材育成を模索していく必要が
ある。
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検定試験の現状と将来への展望、ならびに社会人教育

昨今、日本の企業では雇用のミスマッチが深刻化し社会問題となっているが、
これは企業が求める人材の職業能力と労働者が有する職業能力とのギャップに
よるものと推測されよう。だからこそ、企業は求める人材像をより具体的に示
す必要があると同時に、労働者も自らの職業能力をしっかり把握して、第三者
が理解できるように表現する力が求められている。
現在、ファッションに関連する資格は様々存在している。しかし、国家資格
として認定されているファッション関連の資格はなく、日本ファッション教育
振興協会などが行っている検定試験が一般資格として存在しているのみである。
現行の状況の中で、ファッション関連資格は、各企業がスキルアップの度合
いをチェックする指標として活用されている。一方で、経験・実践を参考にし
たり、更には人事的に評価したりする企業もあるなど、検定試験に対する企業
の認識はさまざまだとわかった。
今回、ファッション分野における社会人教育の職域プロジェクトとして「社
会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」が
実施され、非常に質の高い e-learning のシステムが創出されたが、この
e-learning と検定試験との関係を、再度検討する必要があると委員から指摘さ
れた。
本来、検定資格は企業がその人物の能力を評価する一つの指標であるべきで
ある。しかし、検定試験に関して、企業側と学校側の受け取り方に相違がある。
一方で e-learning というコンテンツを利用することで、実質上レベルアップで
きると考える企業もある。それらの役割を、ファッション界全体として明確に
することが今後一層求められるであろう。そうした現状だからこそ、なんらか
の評価基準が必要なのではないかと意見が一致した。
他業界のこういった動向において注視すべき例が、美容分野である。美容分
野はアジアにはいまのところ国家資格*がないが、将来的に日本がアジアをリー
ドしていくために、公的制度の設立への協力も考えるべきであるという意見が
出された。美容の場合は、公的な資格をとれば職業につけ、自ら放棄しないか
ぎり永遠の資格となる。では、初級者と長年培った高度な技術を誇る経験者が
同じでよいのか、これでは業界の発展につながらないのではないか、差別化を
どうするか等が問題視され、検定制度の見直しが始まっている。
まさに同様なことが、ファッション業界においても言えよう。グローバル社
会の進展を背景に、多くの企業が需要の創出、販売機会の拡大、財務体質の改
善等を目的としてロジスティクスの高度化を目指し、企業競争力を高めるべく
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経営改革に挑んでいる。だからこそ、社会基盤としての職業能力評価制度*の整
備が急がれよう。現在活用されている日本ファッション教育振興協会の検定を
中心に、企業・学生相互に活用可能な客観的なスキルアップ度の評価基準の制
定を早急に検討すべきである。
尚、検定の内容に加えて、受講生を全国から一会場に集合させる現行方式、
また有料で行われていることについても、検討の必要性が論じられた。地域利
害などの問題もあろうが、人材のみならず学校も含めた地方の活性化に向けて、
積極的な対策が期待される。
こうした評価制度は、学の時代から社会に巣立つまでの期間と捉えられるが、
社会に巣立った後の第二次試験的、言い換えれば積み上げ方式的なスキルアッ
プ度の評価こそ、今後は重要とされた。

*美容分野の国家資格
美容師の資格は厚生労働省が定めた国家資格であり、資格を取得するには
１．厚生労働省が認定した美容専門学校を卒業する
２．専門学校を卒業後、美容師国家試験または理容師国家試験を受験する（夜間や通信
制などでも資格取得を目指すことも可能）

*職業能力評価基準（厚生労働省管轄）
中央職業能力開発協会が制定した能力評価の基準として「職業能力評価基準」がある。
これは従来職歴（職務経歴）や資格の有無などで判断していた労働者の職業能力を、企
業で実際に求められる実践的な職業能力を具体的に示すことにより客観的に評価を行う
ことが可能な制度である。企業の人材ニーズと労働者の有する職業能力とを適切にマッ
チングさせるための共通言語であり、これからの社会に不可欠なツールとされている。
これまで日本の企業は、一斉に採用した新卒者に対して長い時間をかけて OJT や教育訓
練を行うことで、必要な人材を企業内部で育成するのが一般的だったが、経営環境の変
化の速さや労働者の活動に対応するため、外部から必要とする人材を確保するケースが
増加。そのためには、自社の人材ニーズを能力要件として具体化しなければならず、従
業員も企業が示す能力要件に照らして、自らの能力の開発・向上に取り組む必要がある。
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そこで、企業にとっても従業員にとっても”能力が見える”共通の基準の必要性が高ま
ってきた。この基準を導入することで、企業は優れた人材の確保や人材育成を通じて競
争力向上・生産性向上に繋げることが可能となり、従業員にとっては自律的にキャリア
形成に取り組むことで、自己実現に繋げることが可能となる等、企業にも個人にも大き
なメリットをもたらすとされている。
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高等学校教育の一環である家庭科（被服関連学科＝服飾デザイン科教育）の現状

高等学校に関連した全国組織として、全国高等学校長協会（家庭科部会）と、
全国高等学校家庭クラブ連盟（FHJ;Future Homemakers of Japan）があるが、
この二団体が現在一番危機感を持っているのは、家庭科の、特に衣服関連の実
習が減り、かつ簡素化されつつある点である。要因として考えられるのは、教
える側である教員の専門性が関連していると思われるが、子供たちをとりまく
内外の環境変化も影響しているものと推測される。
街中では、修理修復が不必要な使い捨て商品、俗にいうファストファッショ
ンが消費市場を席巻し、ミシンどころか裁縫用具やアイロンすら備えていない
家庭もある。モノを大事に、好みのものを修繕しながら着続けるという、日本
古来の着物で伝承してきた精神からは程遠い環境なのである。こうした中で、
職域プロジェクトにおけるクリエーション分科会の「テキスタイルおよびクリ
エイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（高校連携）」にお
いて、魅力ある授業に向けた取組みが話されたほか、本コンソーシアムにおい
ても、ファッション教育を含む高校生の家庭科教育（服飾デザイン教育）を充
実させる方策はあるのかが多方面から討議された。
高校によっては授業内容に大きな格差があり、これは当然ながら服飾デザイ
ン科の授業内容にもあてはまることである。また、産学連携が期待される各地
域の地場産業も衰退の一途を辿っている。そのため、まずは取り巻く環境を知
り、次に高校の教員の実情、何に困っているのか、何を考えているのかを知る
ことが肝要ととらえた。
追い風として挙げられるのは、外的環境の変化である。心の豊かさが叫ばれ、
クオリティやオリジナリティが見直される時代に振り子が戻ってきた。食育の
成功例にみられるように、モノつくりの楽しさを次世代に伝承しうる環境が整
ってきたことが実感される。
こうした外的な環境変化・好機を逃す手はない。服飾デザイン科の授業の最
終目標は生活ではなく職業訓練である。そのため生活を目標とする高校の家庭
科（衣食住＋保育・介護等多様な展開）の教師は必ずしもファッション情報に
特化してはいない点に鑑み、ファッション産業の人材育成を目指すにあたって
は、服飾デザイン科の先生方にまずは焦点をさだめ、内容をファッションに凝
縮させた形で生徒のモチベーションをあげるようなカリキュラムを発信し、段
階的に他の専門学校に拡大していくべきである。方法論としては、遠隔授業の
（スカイプ、e ラーニング等など）の積極的な活用等などである。とはいえ、問
題は山積している。
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○

高校によっては、また服飾デザイン科においては授業内容に大きな格差
があること。
○ 協力を仰ぎたい地方の地場産業が加速的に衰退していること。

○

ＩＴでは伝えられない、触れてわかる・着てはじめて感じるのがファッ
ションであること。

こうした現状をどう打破していくかがカギとなる。
出席委員より、具体的な成功例が挙げられた。岐阜県の県立高校から、教育
総研に高校生の家庭科教育の充実に関しての相談があった。内容は、今年で 6
年目になるこの高校には、クリエイターを目指す服飾デザイン科がある。しか
しせっかくデザイン科を卒業しながら、一般大学へ行ってしまうケースが多い
ため、卒業生を服飾関連に進ませるために、服飾デザイン・ファッションの素
晴らしさを理解させる職業教育を実施したいという。教育総研*から文化服装学
院の流通部門に協力依頼を受け、６年ほど前から、スカイプで遠隔授業を行っ
ている。
この県立高校の場合、県庁が地場産業の地盤沈下への危機感を持っていたた
め、強力な後押しがあり（職業教育のすすめ）成功に結び付いた。その結果、
地道な努力により、今では高い就職率、ないしはファッション系の大学、専門
学校へ入学し、確実な成果を上げている。しかし公立高校の場合は、県の教育
委員会や県の教育長の許可が必要なため、乗り越えるのは非常に難しく、この
県立高校はレアケースと思われる。
先の文部科学省発表の数字によれば、ファッション人材と言える学生は、今
や 16,500 人にまで急速に減少しており、一時も早い対策が望まれていることは
確かである。そのためこうした成功事例を参考に、同じ悩みを抱えた全国の学
校の要請に応え、昨年、高等学校を対象に、高校の教師を対象に「職業教育」
をテーマにした講習会を開催した。今回は、特に震災の被災地である福島県の
教育長から、復興の一環として地場産業を取り上げたいとの強い要望があった
ため、テスト的に全国から 9 校を選出し実施された。
当初は文化服装学院独自で開催の予定であったが、この機会を有効活用すべ
く賛同する県や教育長、学校他と協力体制を敷いて、高校生にむけた職業教育
のモデル作りをスタートさせた次第である。
また、地方格差の解決に向けた方策についても、具体的な事例を交えながら
討論が進んだ。
青森の高校において、服飾デザイン科がある高等学校の校長や関係者が集う
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協議会が開催された。岐阜の高校も参加し、文化服装学院と連携して実際に行
われている遠隔授業の内容が話され、参加者の高い評価を受けたが、この事実
をみても実際に行われている成功例をあげることで、このような動きが活発化
することが期待される。
また、
「教える側の教師自身の教育・情報収集」の重要性についても話が及ん
だが、これこそが最優先されるべき喫緊の課題と思われる。人材育成の前に、
カリキュラムの再構築と教える側となる教師の育成、同時に衰退の一途を辿る
地場産業の掘り起し、この二つの課題を解決することこそが先決だと認識され
た。
なお、教育委員会にも参加を依頼して、高校生に職業意識を芽生えさせる内
容とすること、又教師のための情報発信も前向きに検討していくことになった。
その際は東京一極集中ではなく、地方の活性化も視野に入れた効率的な開催を
検討していく。
また、文部科学省には単に問題提起のみならず、具体的な解決の一助として、
以下の 2 案を提案することとなった。
１．高校生に職業意識を持たせるために「服飾デザイン・ファッション」は家
政学に収まるものではなく、ファッション工学・構造学の分野である点を
ご理解頂き、構造的な改革に向かって早急な対応を依頼する。
２．業界に役立つ人材教育を行うにあたっては、中等、場合によっては初等時
代から「生活に密着したファッションの魅力」を教育し、徐々にレベルア
ップして高等教育・大学・専門学校へ連携させて、真の生涯学習として産
業の発展に繋げる。

*教育総研：国民教育文化総合研究所
同研究所は、日本教職員組合のシンクタンクとして 1991 年に発足された。依頼した各界・
各層からの研究協力者と共に、教育・文化や教育運動のあり方について幅広い研究を積み
重ね、同時に学校現場の要求、課題を意識しながら、今日的視点にたった政策提言を行っ
ている。
教育総研の設立母体である日教組は「教育を福祉とならんで社会の中心課題とする」こ
とを宣言し、
「平和・人権・環境・ジェンダー・インクルージョンの視点を重視した教育を
すすめる」としている。教育総研はこの日教組の運動の基調をさらに理論化し、教育実践
に役立つ指針と内容を創造するため、中・長期的展望に立ち研究活動をすすめている。
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テキスタイル産地の現状

今、テキスタイル産地は大きな問題に直面している。日本のアパレル産業を
支えてきたのは国内のテキスタイル産地であるにも関わらず、そのテキスタイ
ル産地が全盛期の三分の一、あるいは四分の一にまで衰退し、今や存亡の危機
に陥っているのは周知の事実である。衰退の内的要因として以下のようなこと
が考えられる。
○
○
○

テキスタイル調達のグローバル化による圏内市場の縮小
コスト高による経営の難しさ
撚糸や糸染め、糸商などの関連業種の衰退

化合繊やウール、綿など素材品種によって問題点や課題は異なるが、共通す
る要因はテキスタイル調達のグローバル化による圏内市場の縮小、コスト高に
よる経営の困難、撚糸や糸染め、糸商など関連業種の衰退による産地の空洞化
の加速などだ。 加えて圏内市場では人気が高まる複合素材への対応、海外へ
の輸出では単価の高さなどの構造的な課題もある。
しかし、何より最大の問題は、国内企業が我が国のテキスタイルの素晴らし
さを認めないことが最大の課題だと問題提起された。海外からの逆輸入によっ
て認められている、今の日本の現状をどう打破するか。
解決の一助として取り上げられたのが、インターンシップ制度における産学
連携である。繊維業界は幅広い業界のため川上と川下とのマッチングも含め、
現場の実態、例えば産地研修、専門知識研修を学生や若いデザイナー達に実地
で学習させる、と同時にこうした機会を活用して、日本には 60 か所以上の織物
産地があり、服飾学校も全国にあるため、自分の興味や実力が活かせる場が日
本のどこかに必ずあるという事をしっかり伝えていく。地道な積み重ねが、急
速に減少を続ける日本の産地に光をあて、ジャパンオリジナルを世界に打ち出
すチャンスにも必ずやつながるであろう。
また、今後のさらなる成功に向けては、産・官・学の密接な連携による共同
作業であることを念頭に進める必要がある。今回、文部科学省の支援のもと、
産地と協力をしてのグローバルな人材育成を目指す職域プロジェクト「テキス
タイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト」
では、実際のテキスタイル産地における研修などにより、学生が産地との協力
によって作品を制作するといった共同事業が実施された。
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産地研修と学生による JFW-IFF での成果展示
（テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクトより）

本プロジェクトには、今後の発展・充実への期待が委員より寄せられ、また
以下のような提案もなされた。
○
○

業界参入を目指す学生は、まずは国内で研究開発された糸やテキスタイ
ルを勉強すべき
専門学校と産地とのコラボレーションによって、学生（教師も同様）に業
界の実態を学ぶ場を創出

特に後者は、テキスタイルの研究に携わっている全国の産地と学校が連携す
ることが、各地の地場産業の発展に直結するため、ファッション産業の根幹の
底上げに大いに寄与するものとして、多角的に拡大発展させていくべき事業と
して捉えていくことになった。
尚、ファッション業界でビジネスを志すものにとっては、テキスタイルの基
本情報は必要不可欠なものであり、先のインターンシップなども含め、こうい
った共同事業を今後ますます推進して行くべきである。
しかし、産業の堅実かつ確実な拡大発展のためには、官のサポートが不可欠
であり、産学官が一体となって取り組んでいくことが求められるであろう。
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企業が求める能力と人材の確保

日本の学校教育で世界各国に後れを取っている筆頭が、英語力であろう。し
かしながら、遅きに失した感はあるが、政府は昨年度、英語力強化に向けて本
腰を入れはじめた。そうした状況下で、専門用語に英語を活用しているのがフ
ァッション産業である。業界で活躍する人材を育成することを目的としたファ
ッション専門学校として、今後のカリキュラムに英語をどう反映させていくべ
きなのだろうか。
英語力不足に起因してせっかくのビジネスチャンスを逃している現実が多々
ある。だからこそ、その必要性は理解されてはいるが、果たして英語は本当に
不可欠なものなのだろうか。
各国の垣根を越えたグローバル社会では、日常的なレベルでの英語力は間違
いなく必要なため、基本的にはあるに越したことはない。だが、ファッション
専門用語は絶対ではなく、優先順位的なものがあるにしても、知識以前に能力
と感性が必要との意見が委員の多数を占めた。換言すると、入社後は置かれた
環境の必要に迫られて、知識は自然に身に着くが、能力と感性（持って生まれ
た人間力）こそが優先して重要ということだろう。
そういった意味では、ファッションスクールにおける教育において、英語を
最重要課題として捉えるのではなく、学生ひとりひとりの能力と感性を伸ばす
教育に軸足を置くべきではないかと思われる
現在、雇用のミスマッチも要因の一つとなろうが、一部の劣悪な職場環境の
企業がマスコミの話題を呼び、結果として業界全体にネガティブなイメージが
少なからず蔓延している。そうした状況下、ファッションスクールが果たすべ
き重要な使命は、ファッションの世界は楽しく、夢のある世界だということを
発信することではないか。
職種を問わず、本当にファッションが好きな人間を、どのようにどれだけ育
てるかということが肝要なのである。未来を担う人材をファッションに振り向
かせるには、日々の生活を潤わすファッションの奥深さ、その魅力をいかにわ
かりやすい方法で発信するかにかかっていよう。
現在、企業側もそういった面を考慮して改革に乗り出している。特に注目さ
れるのが、販売員の地位向上である。総合職は一般大学から、デザイナー・パ
タンナーの技術系は専門学校から、販売職は広く一般から募集をするのがアパ
レル業界では多くみられる。しかし、他業種に比して薄給などのネガティブな
イメージが先行しやすい販売職は、求人募集をかけても応募が芳しくない傾向
にある。
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こういった状況を踏まえ、キャリアアップ方策を充実させたり、販売職の将
来展望を明確にするなど、販売職の地位向上に努める企業の動きが活発化して
いる。こうした問題は、企業だけでなく、産と学が一体となって動いて行くこ
とが望ましく、双方が連携して共通した将来の夢や楽しみの理解促進を図る、
さらに、ブラック企業と称される企業があったとしても、ファッション産業す
べてがそうではないことをしっかり伝える必要がある。
特に高等のみならず中等、将来的には初等までを視野にいれるのであれば、
それを伝えるための方法論の検討こそが重要な課題であろう。
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今後のファッション教育に向けて

ファッション業界は目まぐるしく日々進化し、それとともに時代に即した人
材育成は急務と言える。グローバル化に向けた教育をはじめとし、現在では社
会人の学び直し、さらには職業意識を早い段階から身に付けることが求められ
るなど、その教育の内容についても多様化が進んでいる。
日本のファッション産業においても、市場の変化や産地の衰退など、問題が
山積している。最近では、日本の企業が海外ブランドに買収されるなど、かつ
て日本がアジアをリードし、世界の注目を浴びた時代は、過去のものとなりつ
つある。また、ファストファッションの台頭によるファッションのあり方やニ
ーズの変化への対応、さらに生産拠点を海外に求める企業の増加など、国内産
業は疲弊している現状にある。さらにアジア、特に中国を中心とした急速な成
長を遂げている新興国の追い上げなどにより、ますます厳しい状況に追いやら
れている。また、日本における工場などの作り手の現場においては、後進の育
成が難しくなっている状況もあり、このままでは日本のファッション業界はま
すます状況として厳しさを増すことになるだろう。
このような状況下、これからの人材育成においては産業界と教育界、さらに
は官公庁が一体となってこの問題に取り組む必要がある。日本のファッション
界をリードする人材を輩出するためには、時代に適した教育が必要であり、さ
らには業界が求めるニーズを盛り込んだカリキュラムの策定、実体験や現場の
声を聞くなど、実践的な内容を盛り込んだ人材育成が求められるであろう。さ
らに日本国として、優秀な人材が多く世界に羽ばたくことをバックアップする
連携体制の構築が、今後の人材育成には必要である。
今回、文部科学省の指導のもと、産業界と教育界が一体となって高度な人材
育成プログラムの起草に着手した。確かに各地域や企業間の問題など、さまざ
まな乗り越えるべき壁は存在しているが、解決の糸口は見えてきた。
将来を託す次世代の子どもたちに、
「産・官・学」三位一体の取組みを更に強
化して、日本の再生に向けた索引車の一つとしてのファッションの素晴らしさ
を伝えていく、それこそが今後あるべきファッション教育の姿と思われる。
こういった取組みが全国的に実施されることとなれば、真の意味で未来を担
う中核的専門人材の養成が実現するであろうことを確信している。
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２.ファッション教育における
評価基準の作成
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これからの人材育成に向けた評価基準の構築

刻一刻と変化していくファッション業界の中で、業界からの人材育成ニーズ
は日々変化している。それに応えるべく、学校側では社会で必要とされる人材
を輩出できるような教育カリキュラムの構築を進めているが、それには学生の
質を担保する評価基準の策定が必要不可欠である。現在のファッション教育に
おいては、その学校の特色をいかした内容でカリキュラムを組成しているが、
その一方で評価基準となる指標については曖昧で、全国レベルで質の高い安定
した人材の輩出を行うには、まだまだ検討の余地を残していると言えよう。
このような背景のもと、
「これからのファッション界を担う人材を育てる上で、
教育界としてはどのような人材像を想定すべきなのか。また、その人材が備え
ておくべき知識、能力、技能は何か」を考えるべく、評価基準検討委員会を起
ち上げて協議を重ね、さらに本コンソーシアム内において産業界の意見を取り
入れていきながら、具体的な評価基準の作成に取組んだ。
今回、ファッションスクールに寄せられる企業からの求人職種の比率をもと
に、専門職（デザイナー、パタンナー）、販売職（ＦＡ）における人材像の想定
がまず重要と考え、これらそれぞれの職種で求められる知識・能力は何かを抽
出した（名称：専門ユニット）。業界内では経験を積んだうえで、実際の職種が
さらに広く細分化されていく。
教育側でも、実際にそれらに対応すべく、課程やコースを分けているところ
もあるが、要は企業からの求人・求職、あるいは学卒新人が対象になることに
鑑みて、専門職を大まかに捉え、そのあとの育成は企業によって実施されるこ
とを想定し、分類した。
また、職種全体として、その人物に共通的に求められる要素に関しても検討
したファッション界に輩出する人材が備えておくべき要素も抽出した。
そして、抽出した知識、能力、技能、要素の習得において段階別（レベル）
にステップアップできることをイメージした評価項目を作成した。この基準の
作成にあたっては、主に企業で活躍できる中核的専門人材の養成を目的として
おり、またこの基準を参考として、各学校の現場で活用されることを想定した
内容となっている。
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専門ユニット／専門職（デザイナー）

求められる知識
○

世界（外国及び日本）における文化、歴史、伝統的な衣服の知識を有する
レベル１

・世界の衣服の起源とその時代背景を理解している
・世界の各時代における基本的なスタイルやシルエットの名称が
わかる
・日本における伝統文化の概要を把握している
レベル２ ・世界の各時代及び流行の変遷に伴う代表的なスタイルの名称・
構造を把握している
・日本における伝統文化を、体験を通じて応用ができる
レベル３ ・世界の各時代と現代における服飾の相互分析ができる
・世界の各時代の文化、服飾関連の分析ができる
・日本における伝統文化を分析できる

○

ファッションビジネスに関する基礎的な知識を有する

レベル１

・ファッションビジネスの特徴と変遷、職種と業務を理解してい
る
・企業および組織の基礎的知識を有する
・ファッションビジネス用語を把握し簡単な説明が出来る
レベル２ ・流通とファッション産業の現状、構造を把握している
・ファッションマーケティングを理解している
・流通プロセス及びアパレル製造工程を理解している
・ISO についての基本的な知識を持っている
レベル３ ・ファッションビジネスの課題を分析し、企画提案できる
・起業の知識と業務を把握している
・最低限のコスト意識を持って、仕事に取り組むことができる
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○

パターンメイキングに関する専門的な知識と技術を有する
レベル１

レベル２

レベル３

○

・ボディの種類とサイズを把握している
・原型の特徴および使用方法を把握している
・パターンメイキングの用語および表示記号を理解している
・基本的なスカート、パンツ、ブラウス、シャツの製図を理解し
ている
・ジャケット、コート、ワンピースの製図を理解している
・補正に関する知識を有し、パターンメイキングができる
・生産効率を考慮したパターンメイキングができる
・デザイン性の高いオリジナルデザインのパターンメイキングが
できる

テキスタイルに関する専門的知識を有する
レベル１

レベル２
レベル３

○

・繊維・糸の名称と種類、構造、特徴を把握している
・布地の種類と基本的な名称（柄と織）を理解している
・服種に対する布地の選び方を理解している
・織糸の原料、布地の織り方、特徴を把握している
・布地およびその他の素材、名称、特性を理解している
・ニット、カットソーの組織と特徴を理解している
・日本及び世界におけるテキスタイル産地の現状を把握している

素材の加工に関する専門的知識と技術を有する

レベル１

・染色、プリント、加工の基本的名称、方法を理解し、繊維別・
目的別仕上げ加工の把握をしている
レベル２ ・日本の特徴的加工技術、企業を理解し、把握している
レベル３ ・加工技術を応用し、作品に反映することができる
・世界の特徴的加工技術、企業を理解している
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○

縫製に関する専門的知識と技術を有する
レベル１

・糸、針、アイロンなどの基本的な縫製に関する知識を有する
・手縫い、ミシン縫いによる基礎縫いの知識と技術を有する
・素材に対する縫製上の留意点を把握している
・裁断する場合の留意点（地の目の方向、柄の裁断）を把握して
いる
・縫製工程分析表を作成（スカート、パンツ、ブラウス、シャツ）
できる
レベル２ ・副資材の使用目的と留意点を把握している
・縫製工程分析表を作成（ジャケット、ワンピース、コート）で
きる
・各種縫製機器の特徴を理解し、使いこなすことができる
レベル３ ・様々な素材に合わせた縫製方法を理解している
・縫製工程分析表を作成（ドレス、デザイン性のある服種）でき
る

○

人間工学に関する基礎的な知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・人体の構造について理解している
・人体計測および体型を把握している
・人体の可動域について工学的に分析できる
・幅広い年齢、性別における人体特性を把握している
・アパレル製品のデザインプロセスにおける人体因子を把握して
いる

ファッションの専門英語の力を有する
レベル１
レベル２
レベル３

・基礎的なファッション専門英語を理解している
・ファッションビジネスにおいて英語で会話ができる
・自分のデザインやコンセプトを英語でプレゼンができる
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求められる能力・技能
○

自分のこだわりを持っている
レベル１
レベル２
レベル３

○

・自分の好みを把握している
・こだわる理由を把握し、説明ができる
・こだわりを深く追求し、応用ができる

既成概念にとらわれず、柔軟性を持って物事を考えられる能力を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・周囲の意見を聞く姿勢を有する
・物事を多方面から捉え、考えることができる
・あらゆる可能性を考え、独自の発想に展開して捉えることがで
きる
・革新的な考えや提案ができる

アート、芸術に対する関心を強くもっている
レベル１
レベル２
レベル３

○

・芸術・アートに関心を持ち、理解している
・関心の強い芸術・アートにおいて、専門的な知識を有する
・国内外の幅広い分野における芸術・アートにおいて専門的な知
識を有する

創造力・構成力がある
レベル１
レベル２
レベル３

・新しい事に関心をもっている
・積極的に取り組むことができる
・取り組んだことを最後まできちんとやり遂げることができる
・独自の考えを具体的にかたちにし、表現できる
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○

自分のデザインを、スタイル画として表現できる能力を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・基本的なスタイル画のバランスを理解している
・アイテム表現ができる
・素材表現やバリエーション展開で、より具体的にイメージを表
現できる
・独自にアレンジしたデザイン表現が出来る

感性の豊かさ、センスの良さがある
レベル１
レベル２
レベル３

○

・視野を広く持ち、あらゆる物事に取り組む姿勢がある
・自分らしさを表現できる
・誰からも共感を得られる

時代の空気感を五感でとらえることができる
レベル１
レベル２
レベル３

・社会情勢、新しい現象に関心・興味をもっている
・社会情勢と流行を分析し、その現象を理解している
・社会情勢から次の時代を捉え、提案できる
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専門ユニット／専門職（パタンナー）

求められる知識
○

パターンメイキングに関する専門的知識と技術を有する
レベル１

レベル２

レベル３

○

・ボディの種類とサイズを把握している
・原型の特徴および使用方法を把握している
・パターンメイキングの用語および表示記号を理解している
・基本的なスカート、パンツ、ブラウス、シャツの製図を理解し
ている
・ジャケット、コート、ワンピースの製図を理解している
・補正に関する知識を有し、パターンメイキングができる
・生産効率を考慮したパターンメイキングができる
・デザイン性の高いオリジナルデザインのパターンメイキングが
できる

縫製に関する専門的知識と技術を有する
レベル１

・糸、針、アイロンなどの基本的な縫製に関する知識を有する
・手縫い、ミシン縫いによる基礎縫いの知識と技術を有する
・素材に対する縫製上の留意点を把握している
・裁断する場合の留意点（地の目の方向、柄の裁断）を把握して
いる
・縫製工程分析表を作成（スカート、パンツ、ブラウス、シャツ）
できる
レベル２ ・副資材の使用目的と留意点を把握している
・縫製工程分析表を作成（ジャケット、ワンピース、コート）で
きる
・各種縫製機器の特徴を理解し、使いこなすことができる
レベル３ ・様々な素材に合わせた縫製方法を理解している
・縫製工程分析表を作成（ドレス、デザイン性のある服種）でき
る

36

○

テキスタイルに関する専門的知識と技術を有する
レベル１

レベル２
レベル３

○

・繊維・糸の名称と種類、構造、特徴を把握している
・布地の種類と基本的な名称（柄と織）を理解している
・服種に対する布地の選び方を理解している
・織糸の原料、布地の織り方、特徴を把握している
・布地およびその他の素材、名称、特性を理解している
・ニット、カットソーの組織と特徴を理解している
・日本及び世界におけるテキスタイル産地の現状を把握している

素材の特性を理解し、パターンメイキングができる能力を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・素材の基本物性について把握している
・綿、麻素材の特徴を知り、パターンが出来る
・毛・化学繊維の特徴を把握し、パターンメイキングができる
・特殊素材（レース、皮革、毛皮など）の特徴を把握し、パター
ンメイキングができる

人間工学に関する基礎的な知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・人体の構造について理解している
・人体計測および体型を把握している
・人体の可動域について工学的に分析できる
・幅広い年齢、性別における人体特性を把握している
・アパレル製品のデザインプロセスにおける人体因子を把握して
いる

デザイン、カラー、素材など、ファッションの総合的な知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

・デザイン、カラー、素材に関する基礎的な知識や特徴を把握し
ている
・作品のデザイン、カラー、素材に関して分析することができる
・デザイン、カラー、素材それぞれの特性を把握し、バランスの
とれたパターンメイキングおよびオリジナル作品を製作できる
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アパレル CAD に関する専門的知識と技術を有する

○

レベル１

レベル２
レベル３

・CAD の基本的操作ができる
・原型、スカート、パンツ、シャツ、ブラウスのパターンメイキ
ングができる
・ジャケット、コート、ワンピースのパターンメイキングができ
る
・デザイン性のあるオリジナルデザインをパターンメイキングで
きる
・グレーディングができる
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求められる能力・技能
○

他人の考えに対し、柔軟性を持って解釈する能力がある
レベル１
レベル２
レベル３

○

・周囲の意見を受け入れる
・物事を多方面から捉え、考えることができる
・あらゆる可能性を考え、独自の発想に展開して捉えることがで
きる
・革新的な考えや提案が出来る

一つのことに、じっくりと取り組んでいく集中力を持って頑張ることがで
きる
レベル１
レベル２
レベル３

○

・こだわりが強く、粘り強く取り組むことができる
・与えられた物事に対し、納得がいくまで考え、結果を出すこと
ができる
・自分の思い描く成果が出るまで、多方面から検討し、諦めずに
取組むことができる

細かい数字やメカにも強く、物事をキチンと整理できる
レベル１
レベル２
レベル３

・機器に関心が強く、自分のパターンに積極的に取り入れ、生か
すことができる
・最新の機器に関心が強く、自分のパターンに生かすことができ
る
・分析力があり、物事を深く掘り下げて考えることができる

○

創造力・構成力がある
レベル１ ・新しい事に関心をもっている
・積極的に取り組むことができる
レベル２ ・取り組んだことを最後まできちんとやり遂げることができる
レベル３ ・独自の考えを具体的にかたちにし、表現できる

39

専門ユニット／販売職（ＦＡ）

求められる知識
○

市場全体のファッショントレンドの知識を有する
レベル１

レベル２
レベル３

○

・アイテム情報を把握している
・顧客が講読するファッション雑誌情報を把握している
・ストリートで流行しているファッションを把握している
・コレクション情報を把握している
・次期に流行するトレンド情報を収集している
・必要なトレンド情報の選別ができる
・トレンド情報の中で顧客が必要とする情報を企画側へ提案する
ことができる

同一カテゴリー、競合ブランド情報を把握している
レベル１
レベル２
レベル３

○

・商品訴求方法、陳列方法、接客方法を把握している
・競合ブランドの存在を認識している
・競合ブランドに対する自店の優位性を明確化することができる

業界に関する知識を有する
レベル１

レベル２

レベル３

・ファッションビジネスの特徴と変遷、職種と業務を理解してい
る
・企業および組織の基礎的知識を有する
・ファッションビジネス用語を把握し簡単な説明が出来る
・流通とファッション産業の現状、構造を把握している
・ファッションマーケティングを理解している
・流通プロセス及びアパレル製造工程を理解している
・ISO についての基本的な知識を持っている
・ファッションビジネスの課題を分析し、企画提案できる
・起業の知識と業務を把握している
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○

商品に関する知識を有する
レベル１

レベル２
レベル３

○

・取扱商品を把握している
・アイテムごとにお直し方法を理解している
・取扱い絵表示を理解している
・アパレル、雑貨、小物のお手入れ方法を理解している
・素材名、素材別のお手入れ方法を理解している
・繊維、織物、編物の知識を有する
・商品のセリングポイントをマスターしている
・適切なお直し、お手入れ方法を提案できる
・売上商品を時系列に把握し、過去の取扱商品を理解している
・本部（本社）への売れ筋商品の素材、カラー、デザインなどを
提案できる

商品取り扱いの注意点を把握している
レベル１

レベル２
レベル３

○

・商品はお客様のものになるという意識で大切に扱うことができ
る
・商品は両手で取り扱う
・丁寧なおたたみができる
・ハンガーは裾側から出し入れする
・家庭用品品質表示法に基づき、商品の適切な取り扱い方法につ
いて、お客様に説明することができる
・上記の要項について、後輩、部下に指導ができる

色彩に関する知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

・理論的な配色方法を理解している
・お客様に似合う配色が分かる
・スタッフに対する指導ができる
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○

ＶＭＤに関する知識を有する
レベル１
レベル２

レベル３

○

・マネキンやボディ、什器の扱い方を理解している
・自店におけるゾーニング、ショーイングの考え方を把握してい
る
・商品の訴求方法がわかる
・適切にコーディネートチェンジができる（マネキン、ボディ）
・自店の顧客に合わせたコーディネートチェンジを的確に指示で
きる
・競合ブランドや他店の売場作り（VP・PP・IP、ゾーニング、ゴ
ールデンスペース）を継続調査し、比較分析できる

コーディネートの仕方などを把握している
レベル１

レベル２

レベル３

○

・会話から手持ちのアイテムを把握してのコーディネート提案が
できる
・アイテム、アクセサリー、ファッション小物、色のコーディネ
ートができる
・お客様にとって新しいコーディネート提案ができる
・着用場面を把握した上でのお客様に似合うバリエーション提案
ができる
・顔立ち、スタイルやイメージとのコーディネートができる
・スタッフに指導ができる
・顧客が求めるコーディネートを実現するために本部（本社）へ
の品揃え提案ができる

接客に必要な一般知識を有する
レベル１

レベル２
レベル３

・ファッション情報以外の情報に興味を持つことができる
・新聞、情報誌、テレビ、話題のスポットなどの情報収集ができ
る
・国内外の政治経済情報、世の中の動きを把握している
・スタッフに情報提供ができる
・それぞれのお客様に合った有益な情報を、話術を以ってお伝え
できる。
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○

ファッション流通業界に関する基礎知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・流通の仕組み、役割、利益構造を理解している
・業種、業態の理解している
・ファッション業界の潮流を把握している
・マーケットを把握し、自店のポジションを理解している
・マーケティング知識を持ち、自店のために実行できる

基本的な経理の知識を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・売上高が基本という認識を持っている
・日々の数値を把握・管理できる
・前年比、予算比、客単価、セット率、達成率を把握している
・店長の指示のもと日割予算・各種報告書の作成ができる
・利益確保のための実績数値分析及び対応ができる

接客マナーの知識
レベル１

レベル２

レベル３

・笑顔で、大きな声で、姿勢よく売場に立てる
・丁寧語、尊敬語、謙譲語の使い分けができる
・失礼のないＤＭ発送、ギフト対応、電話応対ができる
・おもてなしの気持ちを持つ（新規客から顧客へ）
・話を聞きだす、話を伝えるコミュニケーションができる
・お客様にとって心地よい言葉使いができる
・お客様のテイスト、マインド、購買履歴を把握する（顧客から
固定客へ）
・クレーム対応の窓口になれる
・話を聞きだし発展させるコミュニケーションをとることができ
る
・スタッフに指導ができる
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求められる能力・技能
○

基本的なＩＴスキルを有する
レベル１
レベル２

レベル３

○

・ＰＯＳレジが正確に扱え、トラブルにも対応できる
・ハンディＰＯＳを使って棚卸ができる
・商品説明の際、必要に応じてタブレット端末などの機器も駆使
することができる
・店舗の実績データや情報収集などを、IT を駆使して分析できる

コーディネート提案のセンスの良さを有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・自店の商品を着こなす上でのアドバイスができる（単品アイテ
ム）
・着用場面を把握して自店の商品を提案できる（複数アイテム）
・お客様に似合う着こなし、バリエーション提案ができる
・スタッフにコーディネート提案指導ができる

販売計画力と実行力を有する

レベル１ ・売れ筋商品を把握し、その商品を販売するよう努める
レベル２ ・売れ筋商品の陳列、展開方法を考え、売上につなげることがで
きる
レベル３ ・お客様の購買履歴を活用し、販売促進計画の立案ができる

○

洋服（扱う商品）が好きで、さらにビジネスとしても好きである
（自分に向くブランドなども知っていることが前提）
レベル１
レベル２
レベル３

・洋服（扱う商品）に愛着を持ち、情報の収集を行っている
・洋服（扱う商品）だけでなく、それに関連する事柄に対しても
情報を収集している
・その洋服（扱う商品）の素晴らしさをどうすれば伝えることが
できるかを分析し、提案することができる
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○

マネジメント
レベル１
レベル２
レベル３

・自己マネジメントができる
・新人のマネジメントができる
・シフト管理、スタッフ育成及び採用、顧客管理、ディベロッパ
ーや他社への対応、本部と現場をつなぐマネジメントができる
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共通ユニット

○

コミュニケーション能力がある
レベル１
レベル２
レベル３

○

・相手の目を見て話すことができる
・相手の考えを受け入れ、理解することができる
・自分の意見を分かりやすく伝え、会話をすることができる
・相手の立場や意見の違いを理解し、会話をすることができる
・異業種や大人数の環境において、意見交換することができる

タフな精神力（フィジカル面の強さ）を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・独自の方法でストレスを発散できる
・心身共に健康である
・状況に応じて精神をコントロールできる
・自分の考えを強く持ち、他人の意見に大きく左右されない
・精神力に余裕がある

プレゼンテーション能力がある
レベル１
レベル２
レベル３

○

・自分の考えをまとめ、発表することができる
・資料や機材を使用し、分かり易く具体的に伝えることができる
・発表する内容に説得力がある
・表情豊かに伝えることができる
・内容に拘らずプレゼンテーションが出来る

情報分析力を有する
レベル１
レベル２
レベル３

・必要な情報を収集することができる
・情報を独自の視点で分析することができる
・情報分析結果を用いて、新たな提案をすることができる
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○

細かい作業ができる
レベル１
レベル２
レベル３

○

・集中力を持って作業することが出来る
・些細なことでも丁寧に作業することが出来る
・正確に細かい仕事が出来る

決断力がある
レベル１
レベル２
レベル３

○

・物事の良し悪しが分かり、自分なりに判断できる
・状況を客観的に捉え、判断することができる
・物事の可能性を総合的に判断し、決断することができる

機転をきかせることができる
レベル１
レベル２
レベル３

○

・相手の考えや気持ちを察し、行動できる
・周りの状況を判断し、適切な行動がとれる
・物事がスムーズに進むよう、自ら行動を考え実行できる
・状況をいち早く察知し行動が取れる

向上心と自立心
レベル１
レベル２
レベル３

○

・ハングリー精神が強く、自ら学ぶ姿勢がある
・自分を高める事に努力を惜しまない
・ポジティブな思考で物事を捉え、何をすべきか判断できる
・飽くなき追求をし、独り立ちできる

ブランドコンセプトを理解している
レベル１
レベル２
レベル３

・ブランドの理念や思想を理解している
・ブランドの方向性や現状を理解している
・ブランドコンセプトを理解し、ビジネスに反映できる
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○

ファッション感覚（流行に敏感）が優れている
レベル１
レベル２
レベル３

○

・ファッションが好きでお洒落に関心を強く持っている
・ファッションのトレンドを分析できる
・幅広い視点でバランスよくファッションを捉えることができる
・ファッションセンスがあり、周りに影響を与えることができる

グローバルな視野を有する
レベル１
レベル２
レベル３

○

・世界情勢に興味がある
・新聞や情報誌などを読んでいる
・日本及び世界の歴史、文化、政治、経済に関して把握している
・海外の人と積極的に交流を深め、現状を把握することができる

好奇心が強く、積極性、チャレンジ精神が旺盛で、向上心と自立心を有す
る
レベル１

レベル２
レベル３

・熱心に相手の話を聞くことができる
・未知の世界に興味を持つことができる
・ハングリー精神が強く、自ら学ぶ姿勢がある
・何事にも積極的に参加し、熱心に取り組むことができる
・自分を高める事に努力を惜しまない
・行動力があり、何事も吸収し、仕事に生かすことができる
・ポジティブな思考で物事を捉え、何をすべきか判断できる
・飽くなき追求をし、独り立ちできる
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○

コンプライアンス上の必要知識を有する
レベル１

・仕事をすることを意識し、社会的責任感、職業倫理を有してい
る。
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律を理解してい
る。
・ＣＳＲ（企業の社会的責任）、エシカル（倫理的な、環境や社会
に配慮する）、サステナビリティ（持続可能性）を理解している。
・ＰＬ法、独占禁止法、セクシャルハラスメント防止、パワーハ
ラスメント、労働関係法令、知的財産権法、個人情報保護法な
ど、コンプライアンス上問題となりやすい法令の概要を把握し
ている
レベル２ ・倫理上問題となるかもしれない事態に対し、社会通念に則って
冷静に行動することができる
・コンプライアンス上問題となりやすい主要法令の内容を理解し、
行動している
レベル３ ・後輩、部下などにコンプライアンスの指導ができる
・リスクマネジメント（体制づくり、予防対策、スキル）ができ
る
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今後の評価基準構築における課題

今回、ファッション教育における中核的専門人材養成のための評価基準の作
成を試みたが、課題はいくつか存在している。まず、今回の評価基準について
は、各学校におけるファッション人材の理想や、産業界の要望などを取り入れ
た非常に高度な人材が想定されている。一方で、この評価基準に沿った人材育
成のためには、各地方が抱える問題点（教育のノウハウなど）をクリアにして
いかなくてはならない。かといって、全国レベルで使用できるような評価基準
を完成させると、各地方の抱える課題を一つ一つそぎ落とした、非常に脆弱な
内容となってしまう。
そのため、ファッション界全体としての理想を追求した評価基準となってい
る。この評価基準を使用するためには、その内容を各学校が精査し、うまく活
用していくことが求められる。
今回最も重視したものは、共通ユニットにおける評価基準を作成である。現
在のファッションスクールにおける教育では、人間力形成の部分がまだまだ発
展途上にあると言わざるを得ない。しかし、企業が新卒者に求める能力の上位
にくるのは、人間力が高いという要素であり、それは昨年度、本コンソーシア
ムの委員による企業の人材ニーズ調査でも明らかになった（詳しくは、
『クリエ
イティブ分野における専門人材養成産学コンソーシアム事業報告書【平成25年3
月発行】』を参照）。特に企業では、
「コミュニケ―ション能力がある」や「タフ
な精神的（フィジカル面の強さ）を有する」が非常に重要であるが、これを学
校教育の中でどのように身につけさせるか、今後の検討課題と言えよう。
また、今後の大きな課題としては、次世代の教育のあり方をさらに追及した、
未来型の評価基準の作成である。今回の評価基準においては、現在の学校教育
や企業の人材ニーズを吸い上げた上での内容となっている。可能な限り将来を
見据えた内容にはなってはいるが、この点においてはさらに協議を加え、今後
の発展を考えねばならない。
これらの課題を解決することが、日本のファッション界が世界をリードする
ことにも繋がると言え、同時に日本の成長分野を支えることにもなるだろう。
引き続き、産官学が連携し、ファッション分野における中核的専門人材の養成
を進めることを続けていきたい。
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３.ファッション分野における
各職域プロジェクト実施報告
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テキスタイルおよびクリエイティブ分野における
グローバルな人材育成プロジェクト
【クリエーション】

実施報告

主幹校：文化服装学院
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取 組 の 目 的

事業の実施体制

教育機関と産業界が連携し、協同事業、インターンシップ等を通じて、グ
ローバルな視点を有した高度な専門職業人の養成を図る。平成 23 年度の検
討結果および平成 24 年度の実証結果をもとに、本年度は多種に亘る、より
一層の具体的な素材開発を強化し、素材開発からアパレル商品開発まで一
貫してクリエーションできる総合的プロデュース力のある人材養成プログ
ラムの基盤を構築する。
企画推進委員会：プロジェクトに関わる方針の検討及び決定をする委員会。
また、各校におけるカリキュラム実施状況や産業界の委員からの助言を共
有し、精度を高めていくという目的も含まれる。
第三者評価委員会：本プロジェクトに対する運営、内容に対する評価を行
う。その際、成果発表の場である展示やショーにおいて、学生の習熟度な
ども評価し、プロジェクトとしての今後の課題や発展性についても検討す
る。
1. 会議
企画推進委員会
・第 1 回 8 月 26 日（月）
①委員自己紹介
②プロジェクト内容の確認
・第 2 回 11 月 15 日（金）
①第 2 回産学コンソーシアム委員会報告
②各校進捗状況報告
③ショー・展示について
④第三者評価について
⑤次回委員会日程について
⑥今後について

平成 25 年度に
おける取組み

・第 3 回 12 月 13 日（金）
① 各校進捗状況報告
② プロジェクトタイトルとロゴについて
③ IFF 展示について
④ 文化学園での展示・ショーについて
⑤ 作品以外の掲示物・招待状について
⑥ 第三者評価について
⑦ 次回委員会日程について
・第 4 回 1 月 30 日（木）
① 成果発表結果報告
② 今後の展示、委員会、全体の流れについて
③ 各委員からのプロジェクトについての感想・意見等
・第 5 回 2 月 19 日（水）
① 成果発表結果報告
② 学生感想文紹介
③ 文科省提出予定資料について
④ 次年度以降の取り組みについて
第三者評価委員会
・第 1 回 12 月 17 日（火）
① 今年度の文部科学省事業受託の経緯について
② 本プロジェクトについて
③ 展示とショーについて
④ 作品以外の掲示物について
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⑤ 第三者評価について
⑥ 次回第三者評価日程について
・第 2 回 2 月 19 日（水）
① 成果発表結果報告
② 第三者評価
2.

調査
なし

3.

実証
(ア) 特別講義・企業見学
・第 1 回 9 月 14 日（土）特別講義・企業見学
・福田靖氏（有限会社福田織物代表）特別講義
「福田織物の素材開発からみる日本のテキスタイルの現状と
今後について」
・有限会社福田織物工場見学
参加校：名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学/名古屋ファッシ
ョン専門学校/杉野服飾大学/文化服装学院
・第 2 回 9 月 17 日（火）特別講義・企業見学
・宮本英治氏（文化・ファッションテキスタイル研究所所長）
特別講義 「文化・ファッションテキスタイル研究所の
革新的テキスタイル」
・川﨑樹一郎氏（ケイテー・テクシーノ株式会社営業第 2 事業室
室長）特別講義 「化学繊維とは（様々な化学繊維の種類や特徴と
加工について）
」
・文化・ファッションテキスタイル研究所工場見学
参加校：名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学/杉野服飾大学/
北海道文化服装専門学校/文化服装学院
・第 3 回 10 月 15 日（火）特別講義
・宮本英治氏（文化・ファッションテキスタイル研究所所長）
特別講義 「文化・ファッションテキスタイル研究所の
革新的テキスタイル」
参加校：北海道文化服装専門学校
・第 4 回 10 月 29 日（火）特別講義
・川﨑樹一郎氏（ケイテー・テクシーノ株式会社営業第 2 事業室
室長）特別講義 「化学繊維とは（様々な化学繊維の種類や特
徴と加工について）
」
参加校：北海道文化服装専門学校
・第 5 回 11 月 18 日（月）特別講義（作品制作指導）
・堀畑裕之氏（株式会社 LEWS 纏 matohu デザイナー）
による作品制作指導 「展示・ショー発表のための作品制作過程
におけるプロのデザイナーからの制作アドバイス」
参加校：名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学/名古屋ファッショ
ン専門学校
・第 6 回 12 月 4 日（水）特別講義
・宮本英治氏（文化・ファッションテキスタイル研究所所長）
特別講義 「文化・ファッションテキスタイル研究所の
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革新的テキスタイル」
参加校：名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学/名古屋ファッショ
ン専門学校
(イ) テキスタイル加工・作品制作各校のスケジュールに合わせて進行。
カリキュラムに参加した学生は素材を選定後、素材の特徴を理解
し、それを活かすデザインを検討。生地にオリジナルの加工を加
えた後、作品を制作。
(ウ) 展示・ショーによる成果発表
・IFF（International Fashion Fair）出展
1 月 22 日（水）～24 日（金）
場所：東京ビッグサイト
・IFFTI（国際ファッション工科大学連盟）国際会議会期中における
展示・ショー
展示 1 月 28 日（火）～29 日（水）9 時～18 時
ショー 1 月 30 日（木）16 時～16 時 30 分
場所：㈻文化学園 文化服装学院
・プロジェクト参加校各校における展示・ショー
・1 月 11 日 名古屋学芸大学（ショー）
・2 月 8 日～10 日 杉野服飾大学（ショー・展示）
・2 月 15 日 名古屋ファッション専門学校（展示）
・2 月 22 日 北海道文化服装専門学校（ショー）
・2 月 26 日・3 月 1 日 文化服装学院（ショー）
・3 月 6 日～8 日 北海道文化服装専門学校（展示）
・名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学（展示日未定）

職域プロジェクト
とコンソーシアム
の連携

①第 1 回産学コンソーシアム委員会に出席（8 月 26 日）
・これまでの経緯及び本年度の計画発表
②第 2 回産学コンソーシアム委員会に出席（11 月 11 日）
・職域プロジェクトの進捗状況報告・質疑応答・意見交換
・国内展示会や日本で開催される IFFTI 国際会議での出展を計画
③第 3 回産学コンソーシアム委員会に出席予定（12 月 2 日）
・各職域プロジェクト委員長が出席
○「求められる人材像」の検証
○その他
④第 4 回産学コンソーシアム委員会に出席（1 月 15 日）
・職域プロジェクトの進捗状況報告・質疑応答・意見交換
⑤第 5 回産学コンソーシアム委員会に出席予定（2 月 20 日）
・職域プロジェクトの進捗状況報告・質疑応答・意見交換
⑥事業成果報告会出席（3 月 4 日）
・職域プロジェクト成果報告・質疑応答
●文化服装学院ファッション工科専門課程アパレルデザイン科 3 年へ正規

平成 26 年度以降
カリキュラムへの施行導入
に想定している取 ●他の 6 校においても、可能な限りカリキュラム導入の努力をする
●夏期休暇および冬期休暇を利用したゼミプログラムとして全国のファッ
組み
ション系大学・専門学校に日本の産地の現状や日本のオリジナルテキス
（事業終了後の取
タイルについてのカリキュラム案を提案・実施
組も含む）
●第三者評価等の評価指標・手法等の構築
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課題・ニーズ・背景等

評価基準検討委員会
・ これからのファッション界に
求められる人材像の具体的な
イメージの検討
・ 求められる人材像育成のための
評価基準の検討

検討委員会
・ 職域プロジェクトに対する
方向性の示唆・助言・評価
・ これからのファッション界に
求められる人材像の検討
・ ファッション教育における横断
的な教育方法・評価基準の検討

クリエイティブ（ファッション）産学官連携コ
ンソーシアム
ファッション分野における中核的専門人
材養成産学コンソーシアム

体制イメージ図

職域プロジェクト
社会人教育において永続的に必要な知識・技
術の成績・管理システムの構築

分科会

企画推進委員会
・ カリキュラムの検討
・ カリキュラムの実証
・ 評価資料・体制の検討

職域プロジェクト
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけ
るグローバルな人材育成プロジェクト

職域プロジェクト
グローバルファッション人材育成プロジェクト

第三者評価委員会
・ 学生の習熟度評価
・ プロジェクト全体の評価

・ 素材開発から商品開発まで一貫してプロデュース
できるクリエーターを育成するためのカリキュラム
の実践
・ 産地やテキスタイル企業とコラボレートし、Made in
Japanの活性化、次世代への継承
・ 素材開発・加工、そして、作品の制作
・ グローバルな規模のファッション関連の展示会や
世界各国の教育関係者が集う場において展示・
ショー形式での発表し、専門家の評価を得る
・ テキスタイル企業や産地についても精通し、現在も
アパレル業界で活躍する方々による第三者評価
の実施

取組の概要

○研究機関
文化ファッションテキスタイル
研究所
○産業団体・企業等
ケイテー・テクシーノ株式会社
株式会社LEWS纏
有限会社福田織物
八王子織物工業組合

○教育機関
名古屋学芸大学・大学院
名古屋ファッション専門学校
杉野服飾大学
北海道文化服装専門学校
文化ファッション大学院大学
文化服装学院

参加・協力機関

・ 初年度：テキスタイルクリエーションにおける
カリキュラムの開発。産地への視察
調査・カリキュラム実施提携先の開発。
・ 2年目：尾州のウール素材開発の技術習得の
職域プログラムの実施と普及・技術
伝承活動。
・ 3年目：複数の素材の開発の技術習得の職域
プロジェクトを全国各地のテキスタイ
ル企業・産地と提携し実施。世界の
ファッション系関係者にカリキュラム
成果を発表。

成果目標

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト
文化服装学院

課題
・ 日本国内におけるテキスタイル産地の縮小
・ 中国を主とした海外へのテキスタイル・縫製工場の移転に
おけるアパレル企業従事者のテキスタイル現場について
の知識の減少
・ アパレル産業の市場規模の縮小化・アパレル業界を
目指す学生の減少
ニーズ・背景
・ 日本オリジナルや世界一を誇るMade in Japanのクオリティ
・ ファッションにおけるクールジャパンとしての世界への発信
・ グローバルマインドと日本人としてのアイデンティティを
併せ持ったクリエーターの育成
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： 職域プロジェクト参加教育機関7校の学生

受講者数 ： 学生・教員 約40名
実施
： 9月～12月

対象者

②技術講義
・ テキスタイルに関する講義の実施

クリエーター育成のためのカリキュラムを検討
・ 成果発表方法の検討

・ 企画推進委員会にて テキスタイル・ファッションデザイン

取組内容

・国内外のファッション教育関係者が集まる機会に素材と作品
のプレゼンテーションをおこなう
・繊維関係・アパレル企業に対して成果の配布（予定）
・クリエイティブ（ファッション）分野で開催する事業報告会
において周知

⑤普及活動

④実習
・ 素材の開発・加工、作品の制作
対象者
： 職域プロジェクト参加教育機関7校の学生
受講者数
： 学生 30名
実施
： 10月～1月

： 職域プロジェクト参加教育機関7校の学生
： 有限会社福田織物
文化ファッションテキスタイル研究所
受講者数 ： 学生 30名 （別途引率教員）
実施
： 9月

対象者
研修先

・ 日本のテキスタイル産地・工場の見学

③研修

【H25】
綿・シルク・化繊
のオリジナル素
材の開発、技術
習得と普及・技
術伝承を継続

【H24】
尾州のウール素
材開発の技術習
得と普及・技術
伝承を目的とし
た職域プログラ
ム実施

〇素材開発における時間・資金面での課題に対するカリキュラムへの落とし込み
〇産学連携カリキュラムにおける提携企業・工場の開拓
○産地との協同で人材育成を取組むには、資金援助が必要。官との連携を強化していく。

成果の活用
〇文化服装学院ファッション工科専門課程アパレルデザイン科３年正規カリキュラムに
試行導入。
○その他の6校においても可能な限りカリキュラム導入を進める。
〇夏期休暇および冬期休暇を利用したゼミプログラムとして全国のファッション系大学・
専門学校にカリキュラム案を提案・実施。
課題

成果の活用・次年度の課題等

クリエイティブ分野
の中核的人材養成
のための新学習シ
ステムの構築推進
プロジェクト参加

【H23】

●業界と教育機関・学生とのパイプをつくる
●若い感性をもとに海外に視点を向けたものづくりを強化
●学会やセミナー、研究会などでこの取り組みを広く紹介し、
指導者達に技術伝承の必要性をアピール

にて専門家の評価を得る。

同開催期・会場（文化学園）でのプレゼンテーション

本年度の成果
『JFW IFF (INTERNATIONAL FASHION FAIR) 』へ出展
『IFFTI (The International Foundation of Technology Institutes) 』

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト
文化服装学院

①企画・検討
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ファッションテキスタイル科
年

3

ファッションテキスタイル科
年

2

色彩論・演習Ⅰ

プリント
デザイン演習Ⅰ

ファッションテキスタイル科
年
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専門性に基づく業務能力

テキスタイル特論

デッサン

アパレル素材論

ファッション
デザイン画Ⅰ

服飾手芸

ファッション
ビジネス概論

西洋服装史

色彩論・演習Ⅰ

ウィービング
基礎演習

開発カリキュラム

卒業研究・創作

服飾解剖学Ⅱ

アパレル染色演習

アパレル素材論Ⅱ

西洋美術史

個別指導

服飾手芸

クロッキー

個別指導

色彩論

デッサン

ファッション
ビジネス論Ⅰ

造形演習

ファッションデザイン画Ⅰ

西洋服装史

ファッション
ビジネス概論

アパレル素材論Ⅰ

服飾デザイン論Ⅰ

服装解剖学Ⅰ

ファッション工科専門課程

服装造形論 デザイン・パターンメーキング・ｿｰｲﾝｸﾞⅠA

①体型・原型の基礎知識の習得

スカート・パンツ・ブラウス・シャツ他

②デザイン・縫製の技術の修得 Ⅰ

ジャケット・ワンピース他

個別指導

ファッション
マーケティング

プリントデザイン

ファッションデザイン画ⅢA・ⅢB

アクセサリー

グラフィックワーク

美学

ファッションデザイン画ⅡA・ⅡB

③デザイン・縫製の技術の修得 Ⅱ

アパレルデザイン論・演習 ⅠA・ⅠB

立体裁断 Ⅰスカート・ブラウス他

デザインジャケット他

④デザイン・縫製の技術の修得 Ⅲ

皮革素材ジャケット他
立体裁断 Ⅰジャケット

⑤デザイン・縫製の技術の修得 Ⅳ

アパレルデザイン論・演習 ⅡA・ⅡB

立体裁断 Ⅱ

水着（特殊素材）・コート他
デザインジャケット・コート他

⑥デザイン・縫製の技術の修得 Ⅴ

素材を最大限に生かしたデザインが出来、デザイン
画に基づきトワル型出し、縫製が自在にできる

⑦オリジナル作品の制作

技術等専門性の高度化

テキスタイルクリエーションⅠ

1.)シルク 2.)ウール 3.)綿 4.)麻
5.)化学合成繊維

①繊維知識の習得

素材の持つ特性を物性試験等から習得

②素材知識の取得

繊維素材制作の基礎知識・技術を習得する

③繊維素材の制作

ファッション工芸専門課程

グラフィックワーク

染色演習

造形演習

テキスタイルクリエーションⅡ

各素材産地にて素材開発を積極的に
行っている企業への研修

④産地研修

各素材の専門家・研究者から知識・技術を
習得

⑤専門知識研修

テキスタイルクリエーションⅢ

企業・専門家の協力のもと、
素材を開発

⑥オリジナル素材開発

染色・プリント・後加工などの技術を
習得する

⑦素材の加工技術の修得

ファッションデザインクリエーター

1

2

3

アパレルデザイン科
年

1

テキスタイル論

ウィービングⅠ

ファッション
マーケティング

ファッション
デザイン画Ⅰ

テキスタイル
マーチャンダイジング

プリントデザイン
演習Ⅱ

テキスタイル
プランニング

ピンワーク

ウィービングⅡ

染織文化論Ⅰ

ファッション
デザイン画Ⅱ

アパレル品質論

テキスタイル図案Ⅰ

染織文化論Ⅱ

テキスタイル図案Ⅱ

テキスタイルデザインクリエーター

テキスタイル・ファッションデザインクリエーター

ファッション分野においてグローバルに活躍する中核的専門人材

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
モデルカリキュラムのイメージ

アパレルデザイン科
年
ファッション工科基礎科
（ 年）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
達成度評価基準・手法等のあり方のイメージ

目指す人材像

ファッションデザイン
クリエーター

テキスタイルデザイン
クリエーター

オリジナル作品の制作

素材の加工技術の修得

オリジナル素材開発

専門知識研修

産地研修

評価項目

5. 細部にまでこだわった作品を完成させることができる

4. 様々な素材に合わせた縫製方法を理解している

3. デザイン性の高い服種のパターンができる

2. デザイン画をもとに、オリジナルデザインのパターンをおこすことができる

1. 素材を活かしたデザイン画を提案できる

3. 加工技術を応用し、作品に反映することができる

2. さまざまな素材においてそれぞれ効果的な加工ができる

1. さまざまな素材における加工の特長を知る

2. さまざまな素材の組織を分析・理解することができる

1. さまざまな素材の特長を活かしたテキスタイルの開発ができる

3. 布地及びその他の素材、名称、特性について説明できる

2. 組織の仕組みを理解している

1. 様々な素材の特長を理解している

2. 日本の特徴的加工技術・企業を理解している

1. 日本の産地・テキスタイル企業の現状を把握している

評価判定基準

判定

備考欄

5. 非常によくできていた 4. よくできていた 3. ふつう 2. 今後一層努力が必要 1. 学んだことが生かされておらず、学習しなおす必要あり

素材開発から商品開発まで一貫してプロデュースできるクリエーター『テキスタイル・ファッションデザインクリエーター』の育成にあたり、テキスタイル
デザインにおける知識・技術の修得とファッションデザインにおける知識・技術の修得の両方が求められる。講義の習熟度、作品制作過程における
技術習熟度、そして、最終成果としての完成作品をもとに総合的に判定することとする。
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専門性に
基づく業務能力

各素材産地にて素材開発を積極的に行っている企業への研修

産地研修

Lv. 1

各素材の専門家・研究者から知識・技術を習得

専門知識研修

Lv. 2

企業・専門家の協力のもと、素材を開発

オリジナル素材開発

Lv. 3

染色・プリント・後加工などの技術を習得する

素材の加工技術の修得

Lv. 4

素材を最大限に生かしたデザインが出
来、デザイン画に基づきトワル型出し、
縫製が自在にできる

オリジナル作品の制作

Lv. 5

：産地見学・企業見学
：外部特別講師

：テキスタイル生産論
：外部特別講師

：テキスタイル開発論
創作テキスタイル
：テキスタイル・素材
関連

：アパレルテキスタイル
研修
：テキスタイル・素材
関連

：卒業制作・修了研究
クリエイティブデザイン
演習
：クリエイティブデザイン
関連

※ 90分×13コマ ＝1単位

科目
教員

科目
教員

教員

科目

教員

科目

教員

科目

具体的な運営イメージ
（指導教員・対応科目等）

技術等専門性の高度化

※ 学校の立地条件等に合わせ、産地研修や素材開発などについてはオリジナルのカリキュラムを開発
※ 履修期間や学校の環境などに合わせて、学習ユニット・カリキュラムは応用

1単位

学習
ユニット

1単位

学習
ユニット

2単位

学習
ユニット

2単位

学習
ユニット

4単位

学習
ユニット

※ 正規カリキュラムに導入
※ 長期休暇を利用したゼミプログラムとして運営

カリキュラム運営イメージ

※ 各レベルそれぞれ単位取得可能な教育内容を開発
※ 自校で不足しているレベルについては、
他校で履修 → 単位互換
※ 他校で学習ユニット全プログラムを履修
した場合 → 履修証明

他の大学・専門学校等との連携

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
開発カリキュラム成果活用のイメージ

ファッション分野においてグローバルに活躍する中核的専門人材

テキスタイル・
ファッションデザインクリエーター
開発カリキュラムトータル学習ユニット
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丹後産地（京都府）
丹後ちりめんの広幅化（婦人服地）を推進中。
強撚糸使いと紋織り技術が得意。秋冬物の後染めが中心

大阪南部産地（大阪府）
衣料用、産業資材用の白生地の綿織物が定番主
力。細番手のブロード、ポプリンや綿、
合織混紡織物など多品種

今治産地（愛媛）
バスタオル、フェースタオル、
タオルケットなどライセンス
ブランド商品中心の高級タオル産地

筑後・久留米産地（福岡県）
綿織物、久留米餅、綿入りはんてん
の産地。綿入りはんてんの製造は、
全国シェア95％を誇る。和装品、家庭着、服地等

泉州産地（大阪府）
白生地主体（後哂染め加工）
小幅も全国の60％を生産。
綿および綿合繊混紡織物

西脇産地（兵庫県）
先染め綿ギンガムを中心にシャツ地の産地

見附産地（新潟県）
後染め（化合繊）、先染め
（綿主体）のドビー織物。
複合型産地を志向

尾州産地（愛知県）
全国一の毛織物産地。
梳毛紳士、婦人児服地、
紡毛服地を主力に多品種、
少量生産の分業一貫形態

知多産地（愛知県）
ポプリン、ブロードを
主力とした白生地産地。
アパレル、家庭用品、
寝装品用に産業用資材など

栃尾産地（新潟県）
化合繊の中肉地織物が得意。
ダブル幅（後染め）を主体に、
綿中心のシングル幅（先染
め）が混在

参照： 繊維業界検索なび
http://www.seni-search.jp/japan_products.html

三河産地（愛知県）
衣料、資材、寝装、インテリアなど
各種織物、ニット二次製品を扱う総合産地

遠州産地（静岡県）
綿織物を中心に、綿・ポリエステル
混紡織物を含めた総合産地

天龍社産地（静岡県）
４割が別珍・コール天、６割が一般生地織
物を生産。特産の別珍・コール天は全国生
産の95％のシェアを誇る。

富士吉田産地（山梨県）
甲斐絹で知られる裏地、
座布団地、ネクタイ地などに
婦人服他が近年成長

桐生産地（群馬県）
着尺、帯地から戦後婦人服地が成長。
レーヨンを主体にした複合ジャガード織物で後染
め中心に、多種産地が特徴

米沢産地（山形県）
小幅物、和服地の生産は減少傾向で、広
幅服地の産地に変わりつつある。
薄地のレーヨンとの複合ジャガード、
ドビー織物

日本には下記に掲載した産地以外にも60ヶ所以上の産地があり、服飾系学校は、
それぞれの学校に近い産地と協同でカリキュラムを開発・実施。
産地ごとの合同展や展示会にて成果を発表する場を設ける。

湖東産地（滋賀県）
近江上布、近江ちぢみで
知られる高級麻織物
が主体。着尺から婦人服
地、寝装品・インテリアに
転換

北陸産地
福井県、石川県、富山県の
３産地で合繊のポリエステル
長繊維物が主力

日本の主な織物産地

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
モデルカリキュラム全国展開実施の際の主な提携候補織物産地

テキスタイルおよびクリエイティブ分野における
グローバルな人材育成プロジェクト
【クリエーション分科会：高校連携】

実施報告

主幹校：文化服装学院
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取 組 の 目 的

事業の実施体制

平成 25 年度に
おける取組み

ファッション業界の底上げをし、発展を牽引する人材の養成に向け、地域・
県・国を越えて教員（高等学校と専門学校）と産業界との間で情報交換で
きる仕組み（ネットワーク・研修）を築くとともに、その土地にあるファ
ッション産業との協働により、風土・文化が根強い地場産業の背景を理解
し、業界が求める資質・技術を踏まえ、生徒が興味を持って取り組める題
材に落とし込んだ、高等学校における教科及び職業教育カリキュラム開発
の仕組みを模索。実体験を持ったファッション教育法の確立を目指す。各
校が永続的かつ多様に活用できる仕組みとして開発し、生徒が誇りを感じ、
主体的に職業の理解を含み職業選択をする環境づくりを行うために、現状
の確認と、方向性の決定。
検討委員会を組織
○代表校：学校法人文化学園 文化服装学院 生涯学習部
○参加機関：
【高等学校】
江別高等学校、九里学園高等学校、米沢工業高等学校、小野高等学校、
大垣桜高等学校、香椎高等学校、福岡女子高等学校、必由館高等学校、
鹿児島女子高等学校
【教育委員会等】
福島県教育センター、埼玉県教育局
【団体】
全国高等学校長協会家庭部会・全国高等学校家庭科教育振興会、全国高
等学校家庭クラブ連盟・一般財団法人家庭クラブ、全国家庭科教育協会
検討委員会
・第１回 10 月 12 日（土）11：00～16：00 文化服装学院内
①事業概要説明、
②各校、団体の立場から現状の確認
③次年度実施する実験実証事業計画について
・第 2 回 2 月 1 日（土）11：00～16：00 文化服装学院内
①第 1 回委員会で提出された意見・実現化に伴う要望につい
ての検討。
②第 1 回検討委員会後に実施された事例の発表、成果検証。
③次年度の実験実証事業の検討
・成果報告書提出
3 月 14 日（金）
文部科学省へ
第 1 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会（8 月 26 日）出席

職域プロジェクト
とコンソーシアム
の連携

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○これまでの経緯及び本年度の計画発表
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
【分科会：高校連携】
○これまでの経緯及び本年度の計画発表
（※ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長欠席のため、ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員長が代理で発表）
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○これまでの経緯及び本年度の計画発表
社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築
○これまでの経緯及び本年度の計画発表
第 2 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会（11 月 11 日）出席
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
○国内展示会や日本で開催される IFFTI 国際会議での出展を計画
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
【分科会：高校連携】
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
○第 1 回委員会開催の報告
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
○ｶﾘｷｭﾗﾑ内容の発表、ｾﾞﾐのｽｹｼﾞｭｰﾙの報告
社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
○e-learning の内容及びｽｹｼﾞｭｰﾙの報告
第 3 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会（12 月 2 日）出席
各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長が出席
○「求められる人材像」の検証
○その他
第 4 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会（1 月 15 日）出席
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
【分科会：高校連携】
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
第 5 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会（2 月 20 日）出席
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
【分科会：高校連携】
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
○第 2 回委員会開催の報告
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・質疑応答・意見交換
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成果発表会（3 月 4 日）出席
ｺﾝｿｰｼｱﾑ
○進捗状況報告・成果報告・質疑応答
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・成果報告・質疑応答
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
【分科会：高校連携】
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況・成果報告・質疑応答
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・成果報告・質疑応答
社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築
○職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗状況報告・成果報告・質疑応答

＜主

旨＞

＜手

■ 生徒のモチベーションアッ

プに繋がる取組み
■教員の知識・技術向上に繋が
る取組み
■「魅力ある授業」に向けた取
組み

段＞

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線等、ICT

技術活用

■講師派遣
■研修会実施
■産学連携授業

＜平成２６年度に想定している取組み＞
平成 26 年度以降
に想定している取
組み
（事業終了後の取
組も含む）

★遠隔で・現地で 教員向け研修
－専門性（業界の実情を学ぶ機会等含む）の増強
《専門学校から授業を配信、講師を派遣》
永年、要望に応じ実施している先行事例を検証、拡充し実施予定
★ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ICT 技術を利用した遠隔授業
－高校の通常授業と連携した内容で、レギュラー授業として組み入
れることのできるプログラム
《専門学校から授業を配信》
Ｈ2２年～実施している先行事例を検証、拡充し実施予定
★職業理解推進講座の開催
－ものづくりの魅力、働くことの楽しさ、大変さ、難しさを講義、
実習、企業・施設見学、先輩の声を通して学ぶ。
《企業等産業界の協力を得て、東京で実施。高校生と教員対象》
Ｈ20 年～実施している先行事例を検証、拡充し実施予定
★地元企業等産業界との連携による社会的・実践的教育のための体制構築
新規開拓。専門学校、高校、産業界のネットワークを活用し、模索
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評価基準検討委員会
・これからのファッション界に求められる人材像の具体
的なイメージの検討
・求められる人材像育成のための評価基準の検討

検討委員会
・職域プロジェクトに対する方向性の示唆・助言・評価
・これからのファッション界に求められる人材像の検討
・ファッション教育における横断的な教育方法・評価基
準の検討

クリエイティブ（ファッション）産学官連携コンソーシアム
ファッション分野における中核的専門人材養成
産学コンソーシアム

体制ｲﾒｰｼﾞ図

第三者評価委員会
学･習の習熟度評価
・
プロジェクト全体の評価

■職域プロジェクト
社会人教育において永続的に必要な知識・
技術の成績・管理システムの構築

分科会【高校連携】

企画推進委員会
・カリキュラムの検討
・カリキュラムの実証
・評価資料・体制の検討

■職域プロジェクト
テキスタイルおよびクリエイティブ
分野におけるグローバルな人材
育成プロジェクト

ﾌｧｯｼｮﾝ
・家政

文化服装学院

工業・ 校
商業

高

普通・総合

文化服装学院

文科省・教育委員会

分科会【高校連携】
体制イメージ

・ファッションを志し、職業に就きたいとモチ
ベーションを高くする教育・仕組み等構築。
・地元のファッション業界等との協働により
教育プログラムを構築し、高校生が誇り
を持てる職業選択と、企業にとっても後継
者不足や、情報発信力不足からの伸び
悩みを解消できる仕組み。

・高校（地域、県、国、教科、系統、専門校・普
通校、公立・私立等）、産業界、専門学校との
情報共有、技術提供、連携体制の構築。
・産業界が求める人物像等の調査。
（地域性、業種等細やかなニーズ調査）
・実体験を持ったファッション教育教材・仕組み
開発。（人的ネットワーク含む）
・開発した教材・仕組みが、地域の特性を活か
し、永続性と多様性をもって活用できる教材、
仕組みかどうか、検証、評価。

■職域プロジェクト
グローバルファッション人材育成プロジェクト

・現在家庭内で服の制作体験や、アパレル素材の知識等を得ることが難しくなっている。
（家庭内での技術、知識、感性の伝承力が低下している）
・ファッションの基本である「服」について「初めて学校の家庭科の授業で深く知り、製作体
験をする」という子どもが多くなった。
・クリエイトする対象として服 （≒ファッション）を捉え、職業として意識する機会が少ない。
学校に、職業としてその世界に触れ、技術、知識、感性の教育力が期待される。
・家庭科教育は、衣・食・住等扱う範囲が広く、かつ、それぞれに専門の技術・知識を必要
とする。それら全てを、生徒が興味を持って取り組めるよう指導するのに、各校、教員は
頭を悩ましている。
・教育委員会等が技術研修会等を開催しているが、専門分野外の先生が、その技術自体
を研修期間内で十分習得し、指導にあたることは困難である。
・ファッション産業界で中核的に活躍できる人材の養成には、生活を営む手段としての
「被服」の範囲にとどまらず、クリエイティブな「ファッション」として、情報や経済のグロー
バル化に対応した知識、風土・文化が根強い地域性を持った地場産業の成り立ち等を
理解することにより、日本人としてのアイデンティティに気付き、保ち、付加価値として活
用できることが重要である。
・学校の再編、ファッション産業界の要請の変化から、業界を牽引する中核的専門人材
の養成には、「ファッション」「デザイン」に特化した学びを扱う「ファッション・家政・デザイ
ン系」 「工業系」専門高校の中のカリキュラムに留まらず、「情報」「美術」「社会（経済）」
科目など、視野の広い情報共有・連携の場が一層必要となっている。
・地場産業は高い技術やユニークな地域性をもっていても、後継者不足等で衰退の危機
にある。若い力が寄与する革新者の養成と、地場産業界との橋渡しの仕組みが必要。

取組の概要

【団体等】
・福島県教育センター
・埼玉県教育局
・全国高等学校長協会家庭部会・全国
高等学校家庭科教育振興会
・全国高等学校家庭クラブ連盟・一般
財団法人家庭ｸﾗﾌﾞ
・全国家庭科教育協会

江別高等学校、九里学園高等学校、
米沢工業高等学校、小野高等学校、
大垣桜高等学校、香椎高等学校、
福岡女子高等学校、必由館高等学校、
鹿児島女子高等学校

【教育機関】
・専門学校：文化服装学院
・高等学校：7県9校（公立・私立あり）

参加・協力機関等

・ものづくりの基本、情報収集力・発信力、
経済のグローバル化に対応した知識等
を、産業界からの要請に応じて的確に習
得し、かつ地域特性を持った地場産業の
成り立ち等を理解し、日本人のアイデン
ティティに気付き、保ち、付加価値として
活用できる、ファッション業界の中核的人
材の養成。

・家庭科を中心としたクリエイティブ授業
のカリキュラムの充実をし、ものづくりを
志す人の裾野を広げ、楽しく主体的な学
びを通して、ファッションを職業として意
識付けうる、地域、県、国、教科を越えた
産官学連携による教育プログラム・仕組
み（人的ネットワークも含む）の開発。

事業開始時点の成果目標

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」 取組成果概要
【クリエイティブ分野 職域プロジェクト】
「テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト」
【分科会：高校連携】 平成25年～
（学校法人文化学園 文化服装学院）

課題・ニーズ・背景等
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ファッション業界団体

地域・
地場産業

取組内容

■普及活動

・事業成果報告書

(永年 要望に応じイレギュラーで実施）

・教員向け技術・知識研修（遠隔授業・現地へ赴いて）

Ｈ22～ 岐阜県立大垣桜高校ー文化服装学院間 遠隔授業
Ｈ24
福島教育ｾﾝﾀｰ―文化服装学院―小野高校間 遠隔授業
Ｈ25～ 福岡県香椎高校ー文化服装学院間 遠隔授業
・高校生対象職業理解推進講座(H20～）

(*)先行事例
・遠隔授業システムを利用した授業展開

・各地域、学校のﾆｰｽﾞに即した新たな手段の開発。
・直接人的交流に加え遠隔授業等、ICT技術を活用した連携
教育等先行事例(*)進展に向けた検証。
・教員向け研修の仕組みや、一定の授業の基礎プラン （活用、
応用するための基になるもの）を策定し、それを土台（基礎）に、
地域社会の実情に合わせて活用する仕組みの検討。
・地域社会、産業（企業）とのネットワーク構築のモデルプラン
検討。
・地域、県、国を越えた人的ネットワークの構築と、家庭科に
とどまらず、総合学習や情報、美術、社会等との教科連携横断
型プログラムの開発も視野に検討。
・教員情報共有システムの活用検討

【話し合いの方向性】
●生徒のモチベーションアップに繋がる取組
●教員の知識・技術向上に繋がる取組
●「魅力ある授業」に向けた取組

■実証・検証等 ＊今年度は基盤確立の為の話し合い、検討まで

各地域・学校でのリサーチ結果の共有、
モデルプラン・ケースの授業実施計画共有。
次年度以降の実証事業プランの決定

2月1日(土）：重点の絞り込み、取組イメージ固め

顔合わせ、先行事例発表、業界動向、各校・地域
の実情調査、問題提起、情報共有。

【委員会 （全2回）】
10月12日（土）：問題点の洗い出し

【全国ネットワークイメージ】
高校・地域・業界・専門学校のネットワーク構築

H26

学びの延長上として、誇りをもって職業選択をする

全国高校：約30校
全国高校：約9校

全国高校：約100校
（各県2校程度）
・問題提起
・先行事例研究
・新たな事例開発調査

・ネットワークシステム、
・授業プログラム実践
授業プログラム実践、
・検証と改善
検証と改善
・全国への普及
（永続性と多様性）
・新たな問題提起
【課題】かつては家庭や地域で「ものづくり」が自然と教えられてきたが、それらが難しい現状において、学校教育に
「ものづくり」「職業観形成」の役割が期待されている。しかし地域性などを加味した授業開発・展開には足枷が多い。

ネットワークの活用
ネットワークづくり

H25

・開発した基本の教育プログラムをデータベース化し、各学校、地域に合わせ、アレンジ して活用
できるようにする。
・実践事例を蓄積し、情報共有、さらなる事例開発の元とする。
H27
・産業界との連携により、業界認定教育プログラム化を検討。
ネットワークの定着

成果の活用

生徒のモチベーションUP!

・教員の情報入手、専門性（業界の実情）を学ぶ機会
地域・県・国・教科等を越えた人的コミュニ
ティ、ネットワークシステム、情報共有、技
術提供の仕組み構築。
・高校レギュラー授業として組み入れることの
できるプログラム
産業界のニーズを踏まえた技術・知識を
ベースとした、生徒が主体的に考え、楽しく
学べる被服（ファッション）に関する基本教材
の開発と仕組みの開発。
例）、『売る～「安定経営戦略」を視点にし
た被服製作プログラム』、『地域の繊維・
アパレル産業等と協働できる実践的デザイ
ン・クリエーションプログラム』など。
・地元企業との連携による社会的・実践的教育
地元を中心としたファッション産業への就職促進。（雇用の創出）

成果（アウトプット）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」 取組成果概要
【クリエイティブ分野 職域プロジェクト】
「テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト」
【分科会：高校連携】 平成25年～
（学校法人文化学園 文化服装学院）

■高校・教育委員会、団体、専門学校等 連携
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希望者の増加

優秀な人材が育ち、
次世代の目標に

学校

効果、成果の検証

（先行事例から拡充）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した遠隔授
業
《専門学校から授業を配信》

（先行事例から拡充）

人的・物的資源の流入

専門学校・短期大学・大学･大学院・就職 etc…

進路（人生）設計

職業観

業界の更なる発展

グローバル化の促進

産業界

基準を設定し、達成度の評価

《専門学校、高校、産業界の
ネットワークを活用》（新規開拓）

地元企業との連携

（先行事例から拡充）

《専門学校と産業界のネットワークを活用》

生徒のモチベーションアップ

魅力ある授業

教員の指導力向上

地元企業等産業界との
連携による社会的・
実践的教育のための
省庁 他 枠を超えた
連携体制の構築

職業理解推進講座（高校生・教員）

高等学校がレギュラー授業として組み入れることのできるプログラム開発

～データベース化され、活用できる基本教育プログラム～

【全国ネットワーク】
高校・地域・業界・専門学校・行政のネットワーク構築

遠隔で・現地で 教員向け研修
《専門学校から講師を派遣》

教員の情報入手、
専門性（業界の実
情）を学ぶ機会の
増強

《生徒が職業選択の重要性に気付くために》

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ分野 職域プロジェクト】
「テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト」
【分科会：高校連携】 平成25年～
（学校法人文化学園 文化服装学院）
成果の活用イメージ

グローバルファッション人材育成プロジェクト
【グローバルビジネス】

実施報告

主幹校：文化服装学院
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取 組 の 目 的

急速に変化するファッション業界では、グローバルな視点ということがキ
ーワードである。昨年度、国際的にビジネスを展開できる人材の養成を目
的としたモデルカリキュラムを組成し、ゼミ形式での実証を行った。本年
度は、昨年度行ったゼミ教育等を受け、ファッション分野におけるグロー
バル教育のあり方を引き続き検討し、さらに進化させた形で実証、同時に
全国の専門学校に普及させることを目的としたプログラムを構築する。

事業の実施体制

検討委員会：プロジェクトに関わる方針の検討及び決定をする委員会。実
証委員会での報告を受け、助言なども行う。
実証委員会：カリキュラムを実践するゼミの運営を担う委員会。ゼミの進
め方や管理方法等を模索するとともに、検討委員会において現状報告や方
針の提案を行う。
第三者評価委員会：本プロジェクトに対する運営、内容に対する評価を行
う。その際、成果発表会における学生の習熟度などにおいても評価し、プ
ロジェクトとしての今後の課題や発展性についても検討する。

平成 25 年度に
おける取組み

１．会議
（１）検討委員会
・第１回 9 月 4 日（水）
①はじめに
②委員自己紹介
③今年度の文部科学省事業受託の経緯について
④今年度の方針の検討
○育成する人材像の設定
○今年度のカリキュラムの検討
○地方の専門学校への遠隔授業の検討
⑤事務連絡
・第２回 10 月 15 日（火）
①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐカリキュラムについて
○カリキュラム内容の検討
○受講定員について
○成果発表会
②ゼミ説明会について
○内容の検討
○課題の検討
③その他
・第３回 11 月 11 日（月）
①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ説明会及びエントリー報告
②カリキュラム状況報告
③評価基準の検討
④その他
・第４回 12 月 4 日（水）
①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ現状報告
②海外（ﾀｲ）視察調査について
③第三者評価委員会について
④その他
・第５回 1 月 15 日（水）
①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ現状報告
②第三者評価委員会について
③成果発表会について
④その他
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・第６回 2 月 18 日（火）
①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ報告
②成果発表会について
③その他
（２）実証委員会
・第１回 9 月 18 日（水）
①カリキュラム内容検討、講師検討
②その他
・第２回 10 月 8 日（金）
①カリキュラム内容検討、講師検討
②ゼミ説明会告知検討
③その他
・第３回 11 月 8 日（金）
①エントリー者現状報告
②合格者選定
③講師交渉状況報告
④その他
（３）第三者評価委員会
・第１回 A 日程 1 月 22 日（水）
B 日程 1 月 29 日（水）
①はじめに
②今年度の文部科学省事業について
③ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐについて
④評価指標について
⑤ご意見のお伺い
⑥その他
・第 2 回 2 月 13 日（木）※成果発表会の際
２．調査
なし
３．実証
（１）実証講座「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ」
対象：文化学園の学生 15 名
11 月 20 日第１回「国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの現状」
講師：(独)日本貿易振興機構
ﾌｧｯｼｮﾝ産業課長 荒居万里子氏
11 月 20 日第２回「世界のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝと同じ土俵で戦うために」
講師：(株)スパイス
代表取締役社長 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 熊田知由氏
11 月 22 日第３回 Workshop「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの戦略を考える①」
※学生による自由ディスカッション
11 月 27 日第４回 Workshop「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの戦略を考える②」
講師：(株)スパイス
代表取締役社長 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 熊田知由氏
11 月 27 日第５回 Workshop「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの戦略を考える③」
講師：(株)スパイス
代表取締役社長 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 熊田知由氏
12 月 4 日第６回「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽにおける OEM」
講師：(株)スナッグー
代表取締役 澤洋人氏

71

12 月 4 日第７回 Workshop「OEM の役割と課題」
講師：(株)スナッグー
代表取締役 澤洋人氏
12 月 11 日第８回「海外を相手にするためのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ」
講師：ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 田島重則氏
12 月 11 日第９回 Workshop「世界を意識したﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ」
講師：ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 田島重則氏
12 月 17 日第 10 回「国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの知識を学ぶ」
講師：(株)ニレ・アップス
取締役専務 岡田正美氏
※ 講師体調不良により、休講
1 月 22 日第 12 回「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを学ぶ①」
講師：三菱商事ファッション(株)
営業第三本部第 2 部 副部長 田中俊治氏
1 月 22 日第 13 回 Workshop「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを考える①」
講師：三菱商事ファッション(株)
営業第三本部第 2 部 副部長 田中俊治氏
1 月 29 日第 14 回「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを学ぶ②」
講師：ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 久保嘉男氏
1 月 29 日第 15 回 Workshop「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを考える②」
講師：ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 久保嘉男氏
2 月 13 日第 16 回成果発表会
2 月 19 日第 11 回「世界のﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽと話をしよう」
（公開講座）
講師：瀧定大阪(株)
取締役 瀧直人氏
※ 講師の都合により、1 月 15 日より日程変更
４．単位の認定
ゼミの受講生に対しては、単位を授与する。

職域プロジェクト
とコンソーシアム
の連携

①第 1 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会に出席（8 月 26 日）
・これまでの経緯及び本年度の計画の発表
②第 2 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会に出席（11 月 11 日）
・職域プロジェクトの進捗状況報告、質疑応答
・ｶﾘｷｭﾗﾑ内容の発表、ｾﾞﾐのｽｹｼﾞｭｰﾙの報告
③第 3 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会に出席（12 月 2 日）
・
「求められる人材像について」の検証
④第 4 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会出席（1 月 15 日）
・職域プロジェクトの進捗状況報告、質疑応答
⑤第 5 回産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ委員会に出席（2 月 20 日）
・職域プロジェクトの報告、質疑応答
⑥事業成果報告会に出席（3 月 4 日）
・本年度の職域プロジェクト成果の発表
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平成 26 年度以降
に想定している取
組み
（事業終了後の取
組も含む）

○来年度、当校においてスタートする「グローバルビジネスデザイン科」
や「グローバルファッションマネジメントコース」との連係を始め、グ
ローバル教育を進めている大学、短大、専門学校へのカリキュラム提案
を実施する。また、今後グローバル教育を検討している学校との連携も
図る。
○今年度は一回のみの開催であった公開（文化学園内）セミナーを複数回
開催し、公開対象を大学を含む他校（主に首都圏）の学生、および地方
の教員にまで拡げることで、ファッション分野におけるグローバル教育
の拡大をはかる。
○第三者評価などの評価指標・手法の構築
○産業界と教育界が協働でカリキュラム構築する体制の強化
○連携校への働きかけによる全国規模でのグローバル教育の推進
○教員への教育のあり方の検討
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評価基準検討委員会
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる
人材像の具体的なｲﾒｰｼﾞの検討
〇 求められる人材像育成のための
評価基準の検討

検討委員会
〇 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する方向性の
示唆・助言・評価
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる
人材像の検討
〇 ファッション教育における横断的な
教育方法・評価基準の検討

ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成
産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）産学官連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ

※体制イメージ図

社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

実証委員会
実証授業体制の検討

検討委員会
ｶﾘｷｭﾗﾑの検討
ﾆｰｽﾞ・研究調査
評価指標・体制検討

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

○中国、さらにチャイナプラスワンを意識したモデルカリ
キュラムの 実践
○講義と実践をミックスさせた実践型のカリキュラムを軸
に、ゼミ形式にて開講。また、学生・教員問わず参加
が可能な公開セミナーの実施
○ファッション業界の有識者による第三者評価を実施。
同時に、本プロジェクトへの方向性や課題、発展性など
を抽出し、柔軟にブラッシュアップしていく
○学生への授業感想、要望などを吸い上げ、受講者とし
てのニーズを吸い上げ、モデルカリキュラムに反映させる

〇世界的マーケット変化
○中国・韓国をはじめとしたアジア諸国の台頭
○アジアに対するファッションビジネスノウハウの欠如
○国内におけるファッションビジネスの限界
○グローバル人材育成における教育界の取組みは、
他分野と比べて遅れている
○学生のグローバルビジネスに対する関心度は高い

時代に即応した、国際的な人材育成のための
カリキュラム構築が求められている

取組の概要

学生の習熟度評価
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全体の評価

第三者評価委員会

（独）日本貿易振興機構

業界団体

㈲シナジープランニング
㈱繊研新聞社
国際ファッションセンター㈱
㈱三越伊勢丹ホールディングス
㈱宮入

産業団体・企業 など

学校法人文化学園文化服装学院
学校法人文化学園文化学園大学
学校法人ミクニ学園大阪文化服装学院

教育機関

参加・協力機関

三年目：○実践に近いｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○学生・教員を対象とした公開講座の実施

二年目：○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ教育の専門学校調査
○中国上海への市場、教育実態調査

初年度：○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるｶﾘｷｭﾗﾑの開発
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽにおける企業ﾆｰｽﾞ調査

日本のファッション教育モデルとしての定着

成果目標

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト：平成25年度～】
グローバルファッション人材育成プロジェクト
文化服装学院

課題・ニーズ・背景等
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取組内容

③ 調査
満足度、習熟度調査
受講学生への満足度・習熟度ﾞ調査を実施。ｶﾘｷｭﾗﾑ
に対する満足度を吸い上げるとともに、受講をしての
習熟度によって、ｶﾘｷｭﾗﾑの改善点を探り、今後求め
られるｶﾘｷｭﾗﾑの検討、修正を図る。

② 実証管理
立案したｶﾘｷｭﾗﾑを実証するｾﾞﾐを、職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実証
委員会が管理する。

⑤ 普及活動
○ﾌｧｯｼｮﾝ系の企業、日本のﾌｧｯｼｮﾝ系教育機関・業
界団体、各都道府県教育委員会等、計500部程を
配布予定。
○ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）分野で開催する事業発表会に
おいて周知。

④ 実証講座（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ養成ｾﾞﾐ）
対象者：専門学校の学生
受講生：15名
実 施：11月 ～ 2月
計16コマ（成果発表会含む）
講 師：第一線で国際的にﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽを展開して
いる企業人
備 考：受講生以外の学生および教職員も聴講可能
な公開ｾﾐﾅｰを開催

H24
○ｶﾘｷｭﾗﾑの検討・実証
○評価基準の開発
○専門学校への教育ｱﾝｹｰﾄ調
査。海外視察における実態調査
○ﾓﾃﾞﾙ・ｶﾘｷｭﾗﾑの普及

H25
○ｶﾘｷｭﾗﾑ達成度評価の再検討・
実践
○ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞを重視し、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
をﾒｲﾝとしたｶﾘｷｭﾗﾑを実践
○今後、さらに発展性のあるｶﾘｷｭﾗﾑ
となるための検討

○「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ科」や「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ」との連携。
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育を進めている大学、短大、専門学校へのｶﾘｷｭﾗﾑ提案を実施する。
また、今後グローバル教育を検討している学校との連携も図る。
課 題
○ﾌｧｯｼｮﾝ界の国際化の遅れにより、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育定着が課題
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるﾉｳﾊｳの蓄積が乏しく、業界からの講師の招聘が
難しい
○地方の学校によるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育は実質上困難である。
○教員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞの欠乏。教員への教育を検討し、学校としてｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育が
できることを模索する。

成果の活用

成果の活用・次年度の課題等

H23
○ｶﾘｷｭﾗﾑの検討・立案・体
制構築
○企業のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ
における実態 ｱﾝｹｰﾄ調査

○ ﾓﾃﾞﾙ・ｶﾘｷｭﾗﾑ基準を再構築。講義と実践をﾐｯｸｽさせた、学生主体型の内容を実践。
特にﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの強化を図り、学生が自ら考えるﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを実施。
○ 第三者の評価による達成度評価基準の再構築。学生の成果発表における習熟度や
理解などを計る指標の開発
○ 現在のﾌｧｯｼｮﾝ業界において求められているｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞを有し、積極的に海外でﾋﾞ
ｼﾞﾈｽをしたいという意欲の高い学生を輩出する

本年度の成果

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
グローバルファッション人材育成プロジェクト
文化服装学院

① 企画・検討
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討委員会にて国際的
に活躍する人材の育成のためのｶﾘｷｭﾗﾑを検討
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Lv.3

Lv.2

多様化する時代に即応した
ファッションの形を創造する
能力を習得する段階
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ファッション業界を
牽引していく国際的
感覚を身につける段階

中核的専門人材として育成

Lv.1

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

開発ｶﾘｷｭﾗﾑ（１単位付与）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える②
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える③
OEMの役割と課題

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの現状
国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの知識を学ぶ
世界のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝと
同じ土俵で戦うために
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ
におけるOEM

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ①

小売ビジネスの現状と将来

国際化する小売ビジネス

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
ﾌｧｯｼｮﾝ商品論

色彩論
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ論

国際的に活躍するﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

日本のアイデンティティ

日本のアイデンティティ

国際化する商社ビジネス

国際化するｱﾊﾟﾚﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

日本とグローバルの違い

グローバルビジネスの発想

MD論

服飾文化史

・・・ etc

商社ビジネスの現状と将来

国際化するﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

国際化するｱﾊﾟﾚﾙ縫製

講 義

考 察

講 義

目標：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽに特化した知識の習得を目指す

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ論

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

開発ｶﾘｷｭﾗﾑ（１単位付与）

海外を相手にするための
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える①

世界を意識した
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

実践（workshop）

国際的に活躍する
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰの条件

ﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
現状と将来

縫製の現状と将来

ｱﾊﾟﾚﾙの現状と将来

考 察

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える①

世界のﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽと話をしよう（公開ｾﾐﾅｰ）

講 義

実践（workshop）

講 義

目標：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境でﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｲﾝﾄﾞを持って活躍できる人材育成を目指す

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
グローバルファッション人材育成プロジェクト（文化服装学院）
モデルカリキュラムのイメージ

･･･

･･･

ファッション業界で活用
できる基礎的なスキル
を身に付ける段階

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
グローバルファッション人材育成プロジェクト（文化服装学院）
達成度評価基準・手法等のあり方のイメージ

グローバルビジネス
に対する理解度と
姿勢

評価項目

発表者へアドバイス

発表の仕方

発表の仕方

発表の内容

グローバルビジネスに
対する姿勢

講義を受けての
習熟度

C．ふつう

判定のポイント

D．今後一層努力が必要

判定

総合判定

備考欄

E．学んだことが生かされておらず、学習しなおす必要あり

他者の意見を真摯に受け止め、自分の今後の成長につなげようとす
る姿勢が見られる

質問に対して要点を理解し、明解に回答することができている

人前での発表を意識した身なり、立ち居振る舞いを心得ている

限られた時間の中で発表がまとめられている

ロジカルなプレゼンとなっている

現実的な分析のもと、発表をしている

将来、グローバルに活躍したいという姿勢が見られる

国際的な視野を持って、物事を考える姿勢が見られる

グローバルビジネスに対して自分なりに理解している

効果的なプレゼンテーションの力が養われている

オリジナリティある発想力が養われている

論理的に物事を考える力が養われている

自分の考えをしっかり主張している

B．よくできていた

細分項目

A．非常によくできていた

ファッション分野において海外を相手としたビジネスを展開する際は、その国の商習慣を理解したうえで戦略を立てることを必要である。同時に、自らの
意見を明確に、そして効果的に「伝える」ことが求められる。それらを踏まえ、将来グローバルビジネスを遂行する上で必要な力が身についているかを、
学生の感想レポートおよび発表を通して判定する。
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正規
科目

正規
科目

（
グローバルビジネスデザイン科等）
78
服飾系専門学校 及び 学科等

正規
科目

正規
科目

OEMの役割と課題

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ
におけるOEM

ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ①

小売ビジネスの現状と将来

国際的に活躍するﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

国際化する小売ビジネス

国際化する商社ビジネス

国際化するｱﾊﾟﾚﾙ縫製

商社ビジネスの現状と将来

国際化するﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
ﾌｧｯｼｮﾝ商品論

色彩論
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ論

Lv.１ ファッションビジネスの基礎知識

ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

日本のアイデンティティ

講 義
国際化するｱﾊﾟﾚﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

考 察
日本とグローバルの違い

講 義
グローバルビジネスの発想

日本のアイデンティティ

世界を意識した
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

実践（workshop）

国際的に活躍する
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰの条件

ﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
現状と将来

縫製の現状と将来

MD論

服飾文化史

ｱﾊﾟﾚﾙの現状と将来

考 察

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える①

世界のﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽと話をしよう（公開ｾﾐﾅｰ）

海外を相手にするための
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

講 義

Lv.2 導入編 （学習ユニット １単位）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える③

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える②

世界のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝと
同じ土俵で戦うために

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの知識を学ぶ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える①

実践（workshop）

Lv.3 実践編 （学習ユニット １単位）

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ論

連携・
互換

連携・
互換

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの現状

講 義

連携・
互換

連携・
互換

正規
科目

正規
科目

正規
科目

正規
科目

・・・ etc

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

課題：東京の他校に広げることは困難ではないが、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽを講義できる講師の地方での現地調達と、東京からの派遣は容易ではない

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

活用：来年度、当校においてスタートする「グローバルビジネスデザイン科」や「グローバルファッションマネジメントコース」との連係を始め、グローバル教育を進めて
いる大学、短大、専門学校へのカリキュラム提案を実施する。また、今後グローバル教育を検討している学校との連携も図り、合わせて地域と地方にも広げる

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
グローバルファッション人材育成プロジェクト（文化服装学院）
各職域プロジェクト成果の活用イメージ

服飾系大学 及び 学科等
（
グローバルファッションマネジメントコース等）

社会人教育において永続的に必要な
知識・技術の成績・管理システムの構築
【社会人教育】

実施報告

主幹校：文化服装学院
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取 組 の 目 的

事業の実施体制

平成 25 年度に
おける取組み

前年度までの事業において検証した事実、それは幅広い職種の人々に向け
て共通した知識や技術、最終幹部候補、仕事に問題提起できる若年層（離
職者や異業種からの転職者も含む）を問わず永続的に必要な職業能力の源
が存在することである。その「学習ユニット」をｅラーニングで業界全体
に普及する。また、職業関連機関と連携を図り、ジョブカードなども踏ま
えて社会人に共通する評価法策定に向けて検討する。
検討委員会、第三者評価委員会の二つの委員会を設置。検討委員会では、e
ラーニング実施に関する事業の推進、問題点、改善点の検討を中心に行う。
第三者評価委員会では、本事業の客観性を確保し、多様な意見の反映を図
るとともに、評価手法及び透明性の向上を図る。
1.会議スケジュール
（1）検討委員会
第 1 回 9 月 20 日（金）
①開会挨拶
②報告事項
・文部科学省委託事業概要説明
・今年度における事業の目的／概要説明
・前年度までの取組概要
・検討委員の役割
③検討委員自己紹介
④ｅラーニング活用について
⑤議題
・アンケート内容について
・今後の流れ
・第三者評価委員について
・第 2 回検討委員会の日程について
・その他
⑥事務連絡
⑦閉会挨拶
第 2 回 10 月 31 日（木）
①報告事項
・第 1 回検討委員会における要旨について
・第三者評価委員会の委員について
②議題
・e ラーニングに関するアンケート結果について
・e ラーニング教材の設問について
・今後の流れについて
・Fashion Career Link について
・第 3 回検討委員会の日程について
・その他
③事務連絡
第 3 回 12 月 17 日（火）
①報告事項
・第 2 回検討委員会における要旨について
・第三者評価委員会の委員について
・第三者評価委員会の報告について
・e ラーニング受講企業及び人数について
・e ラーニング受講状況について
②議題
・e ラーニング受講後のアンケート手法、項目、時期について
80

・Fashion Career Link について
・事業報告書の作成について
・第 4 回検討委員会の開催について
・その他
第 4 回 2 月 19 日（水）
①報告事項
・e ラーニング実施による教材ごとの受講者数、受講率、修了（達
成）率について
・e ラーニング実施による各社及び文化服装学院卒業生の受講者
数、受講率、修了（達成）率について
・e ラーニング受講後アンケートの実施結果【協力企業の人事担当
者、協力企業の受講者、文化服装学院卒業生】について
・平成 25 年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的
推進」取組成果概要について
②議題
・平成 26 年度文部科学省委託事業実施計画（案）について
・評価指標について
・その他
（2）第三者評価委員会
第 1 回 12 月 17 日（火）
①開会挨拶
②報告事項
・文部科学省委託事業概要説明
・今年度における事業の目的／概要説明
・前年度までの取組概要
・第三者評価委員会委員の役割
③第三者評価委員会委員自己紹介
④議題
・平成 25 年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的
推進」における各職域プロジェクトの取組状況について（12 月
1 日時点）
・e ラーニング受講に関するアンケート内容について
・Fashion Career Link について
・第 2 回第三者評価委員会の開催について
・その他
⑤事務連絡
⑥閉会挨拶
第 2 回 2 月 21 日（金）
①報告事項
・e ラーニング実施による教材ごとの受講者数、受講率、修了（達
成）率について
・e ラーニング実施による各社及び文化服装学院卒業生の受講者
数、受講率、修了（達成）率について
・e ラーニング受講後アンケートの実施結果【協力企業の人事担当
者、協力企業の受講者、文化服装学院卒業生】について
・平成 25 年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的
推進」取組成果概要について
・検討委員会（2 月 19 日(水)実施）審議・検討報告について
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②議題
・平成 26 年度文部科学省委託事業実施計画（案）について
・評価指標について
・その他
2.事業の取り組み
（1）e ラーニング実施に伴うアンケート
産業界の e ラーニング活用状況、ニーズを探る目的として、ファッショ
ン産業界（約 2,300 社）には『貴社における e ラーニング活用および文化
服装学院卒業生採用に関するお伺い』並びに文化服装学院の卒業生（約
9,000 名）には『e ラーニング申込みと活用に関するお伺い』として、e ラ
ーニングの導入実績や未導入企業への関心度、本事業 e ラーニング受講の
可否などについてヒアリング調査を行った。
10 月 31 日（木）をアンケート回答及び e ラーニング受講への申込締切
日とし、結果下記の通りとなった。
≪総回答数：168≫
【産業界】総回答数（111 社）
【卒業生】総回答数（ 57 名）
（2）e ラーニング受講の流れ及び受講者数
≪受講者数：410 名≫
【産業界】≪受講者数：35 社 395 名≫
①アンケート項目による、各社が受講するおおよその人数を選択し申込み
②11月15日（金）までに、各社より正式な受講人数を申込み
③11 月 22 日（金）までに、各社担当者へ各社受講者分の学習 ID とパスワ
ードを事務局より提供
④各社担当者より各社受講者へ学習 ID とパスワードを配付
⑤11 月 28 日（木）10 時 00 分 00 秒より e ラーニング配信開始、受講
⑥2014 年 1 月 31 日（金）23 時 59 分 59 秒をもって e ラーニング配信終了
【卒業生】≪受講者数：15 名≫
①アンケート項目による、e ラーニング申込み及び中途求人用サイト
Fashion Career Link の利用について情報入手
②キャリア活動に役立つ情報を配信
③事務局より受講者へ学習 ID とパスワードを提供
④11 月 28 日（木）10 時 00 分 00 秒より e ラーニング配信開始
⑤2014 年 1 月 31 日（金）23 時 59 分 59 秒をもって e ラーニング配信終了
（3）e ラーニング教材
教材 1：「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュ
ニケーション」【設問 50】
教材 2：
「いざという時に慌てない IT リテラシー・パワーアップ講座」
【設問 50】
教材 3：
「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」
【設問 25】
教材 4：
「ダイバーシティーを意識できる マネージャー養成講座」
【設
問 25】
（4）e ラーニング受講後のアンケート
e ラーニングの受講を終え、e ラーニングを使った社員教育の効果や満足
度、課題、教材レベルの確認、業界が必要とする教材コンテンツなどの現
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職域プロジェクト
とコンソーシアム
の連携

平成 26 年度以降
に想定している取
組み
（事業終了後の取
組も含む）

状把握と、来年度以降の事業実施計画に対する確認を測る材料としてヒア
リング調査を行った。
2 月 14 日（金）をアンケート回答の申込締切日とし、結果下記の通りと
なった。
≪総回答数：117≫
【企業担当者】
（21 名）
【企業受講者】
（92 名）
【卒業生】 （4 名）
①第 1 回委員会出席（8 月 26 日）
・産学コンソーシアム概要説明
・委員の紹介、各職域プロジェクト担当者紹介
②第 2 回委員会出席（11 月 11 日）
・各職域プロジェクト進捗状況報告
③第 3 回委員会出席（12 月 2 日）
・
「求められる人材像について」の検証
④第 4 回委員会出席（1 月 15 日）
・各職域プロジェクト進捗状況報告
⑤第 5 回委員会出席（2 月 20 日）
・各職域プロジェクト進捗状況報告
⑥事業成果報告会（3 月 4 日）
今回のコンテンツを使った学習システムの定着を目指す。学習の時間帯や
場所にとらわれない e ラーニングは、多忙な社会人にとって隙間時間の活
用が期待できる。今回の受講者のデータを活用し、本事業のコンテンツを
継続的に拡充し、学習の質を向上させていくことを考える。特に、ファッ
ションビジネス能力検定、ファッション販売能力検定、パターンメイキン
グ技術検定などを取り入れつつ、今年度にハローワークや中央職業能力開
発協会との連携によって基盤が構築された評価基準をより具体的に形にし
ていく。
また、今年度は Fashion Career Link を活用して、文化服装学院のネット
ワークを中心にキャリア支援など未就職者を中心とした既卒者の支援を行
ったが、来年度からは他校を巻き込んでいく。いずれは日本全国のファッ
ション系大学、専門学校への求人企業、卒業生のネットワークを構築し、
支援していく。
例（関東）
：東京家政大学、杉野服飾大学、文化学園大学、ドレスメーカー
学院、エスモード・ジャパン、二葉ファッションアカデミー、横浜 f カレ
ッジ、他
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＜背景＞
○国際化が進むファッション業界では、時代に即した人材の育
成が求められている。
○変化が大きく、早いファッション分野では、知識の更新、学び
直しは、業界の底上げのために重要。
○社内研修などにおいて積極的に取り組んでいる企業は、大
手アパレルや百貨店のごく一部であり、中小規模の会社は時
間を割けない現状にある。
○企業は、即戦力となる優秀な人材を求めているが、うまく採
用できない傾向がある。大学や専門学校でファッションを学
び、企業で経験を積んだにもかかわらず、転職に失敗し、就
職が決まらないまま人的ネットワークも断たれ、フリーターや
ニートになる人も少なくない。

課題・ニーズ・背景等

・プロジェクトの評価
・プロジェクトマネジメント
・方向性の示唆

【ファッション分野における
中核的専門人材養成
産学コンソーシアム】

産学コンソーシアム

職域プロジェクト
【ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ 】
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ
人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

職域プロジェクト
【クリエーション】
ﾃｷｽﾀｲﾙおよび
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野に
おけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな
人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

未就職者支援サイト

ﾆｰｽﾞ・研究調査

ｶﾘｷｭﾗﾑ検討

社会人教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会

PDCA

評価指標

①日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション
②いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座
③気付く能力を伸ばす マーケティング入門
④ダイバーシティーを意識できる マネジャー養成講座

e-learningによる社会人教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

柔軟な発想と行動力を持った人材、人間力・専門力・経営力の
3つをバランスよく身に付けた中核的専門人材

職域プロジェクト【社会人教育】

体制イメージ図

企業の大小に関わらず、目的を定めて向上を望めば学
びの機会が得られ、プランを現実化できる環境の構築と、
雇用のミスマッチの解消が求められている

○e-learningコンテンツ（モデルカリキュラム）の作
成。
○産業界、既卒者約11,000程を対象とした調査を
実施。中核的専門人材教育に関するニーズや取
り組み状況、e-learningの導入実績、未導入企業
への関心度等を測る。
○社会人教育において永続的に必要な知識・技術
のe-learningによる講座の実施。
○幅広い職種の人々に向けて共通した知識や技術
など、仕事をする上で必要とされる職業能力につ
いて達成度評価方法策定に向けた基盤を構築す
る。
○職業関連機関と連携を図り、評価法策定に向け
た基盤を構築する。
○未就職卒業生（フリーター、ニート）を中心に再教
育するだけでなく、キャリア支援を行い、人材を求
める企業と卒業生をマッチングさせる就職支援シ
ステムを構築する。

取組の概要

社会人教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会
学校法人文化学園文化服装学院
学校法人古屋学園二葉ファッションアカデミー
一般社団法人ファッション産業人材育成機構
一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会
株式会社リクルート
日本経済新聞社
株式会社インテリジェンスホールディングス
有限会社オープン・クローズ
東京外国人雇用サービスセンター
有限会社インディーロム
第三者評価委員会
学校法人杉野学園
学校法人岩崎学園横浜ｆカレッジ
工学院大学
アイ・ディー・ワークス
株式会社エムアイカード
タキヒヨー株式会社
株式会社MORIパーソネル・クリエイツ

参加・協力機関等

e-ｌearningにより、これらの人材育成が
可能なことを証明し、
告知することを目標とする

○日本ブランドの価値を多角的視点から正当に評価で
きる人材の育成
○日本製品の価値を有効な形で世界市場に発信できる
人材
○柔軟な発想と行動力をもった人材

「人間力」「専門力」「経営力」を備える
骨太且つ柔軟な人材の育成のため、
普遍的・永続的な知識・技術を習得できる
社会人教育プログラムの開発と
雇用のミスマッチを解消

成果目標（ｱｳﾄｶﾑ）

「社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」
（文化服装学院）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ（ファッション）分野 職域プロジェクト 社会人教育】
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第三者評価委員会
指標に基づく評価

取組内容

②委員会における企画検討
○社会人教育ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｶﾘｷｭﾗﾑ検討委員会
e-learningによる各コンテンツを検討する。
さらに、本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの方向性などについても協議を行う。
また、厚生労働省のジョブカードとの連携を検討し、実施する。
体制：教育機関、人材育成機関、産業界から9名で構成
開催回数：計4回実施
○第三者評価委員会
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する評価や改善点、方向性などの示唆。
受講者の達成度評価を基にした評価を行う。
体制：教育機関、人材育成機関、産業界から7名で構成
開催回数：計2回

①ヒアリング・アンケート調査
目的：中核的専門人材教育に関するﾆｰｽﾞや取り組み状況 について、
またe-learningの導入実績や未導入企業への関心度などを調査
対象：産業界、文化服装学院の卒業生
規模：産業界約2,300社・卒業生約9,000名（計約11,000程）
回答：産業界111社、卒業生57名（計168）

⑤普及活動
・「Fashion Career Link」を通じ、企業と卒業生に報告、情報発信する。
・文化服装学院web内で内容公開する。

④アンケート調査
目的：e-learningの受講を終え、e-learningを使った社員教育の効果や満足度、
課題、教材レベルの確認、業界が必要とする教材コンテンツなどの現状
把握と、来年度以降の事業実施計画に対する確認
対象：e-learning受講者及びe-learning受講者が在籍する人事、研修担当部署
規模：e-learning受講企業35社395名及び文化服装学院卒業生のe-learning
受講者15名
回答：企業担当者21名、企業受講者92名、卒業生4名（計117）

③永続的に必要な知識・技術のe-learningによる講座
対象者：ファッション系企業に従事する社員及び本学卒業生
受講申込者：410名（企業35社395名、卒業生15名）
実施期間：11月28日(木)10時00分00秒～1月31日(金)23時59分59秒
教材内容：【教材(1)、(2)は設問50、教材(3)、(4)は設問25】
(1)日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション
(2)いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座
(3)気付く能力を伸ばす マーケティング入門
(4)ダイバーシティーを意識できる マネージャー養成講座

H24
ファッション業界に7～8年
従事している社会人、特
に最終幹部候補を対象に、
クラウド型インターネット
サービスを利用した講義・
演習を実施。参加者は、
26社34名。
表題「今年度事業を終え
て、報告」の報告書を34
部配付した。
内訳：参加企業26部
委員8部
問題意識の共有と改善の
方策について実施検証。
ファッション業界に従事し
た年数を問わず、幅広い
職種の人々に共通し永続
的に必要であろう知識や
技術の欠如、それが研修
を通じて産と学、お互いに
理解し合えた。

H25
昨年までの講義・演習（26社34名）から410名
が参加し、企業と連携する基盤が完成。elearning受講後のアンケート回答より、企業の
方々のレベル基準を計ることができ、社会人
教育として基本となるテキストが完成した。
未就職卒業生（フリーター、ニート）を中心に就
職支援するシステム「Fashion Career Link」
の稼動が開始し、未就職者支援の基盤ができ
た。また、卒業生に対してキャリア相談を実施
した。
ハローワークのジョブカード、中央職業能力開
発協会と連携を図り、評価基準の基礎を作成
した。更には、日本ファッション教育振興協会と
情報交換をした。
e-learning実施前には、e-learning導入実績
や未導入企業への関心度等について調査を
行い、e-learningの活用状況、ニーズを確認、
e-learning実施後には、e-learning を使った社
員教育の効果や満足度、課題、教材レベルの
確認、業界が必要とする教材コンテンツなどの
現状を把握した。

① e-learningの受講率は、受講者410名に対して（教材1：45.37％、教材2：34.15％、教材3：39.02％、教材4：30.98％）と決して高いとは言えな
いが、一方で、全問正解した修了者数が（教材1：103名、教材2：80名、教材3：95名、教材4：85名）であった。業務内容に直結したり、興味・関
心のある教材のみ受講する受講生がいるため、数字のみでは計れないが、e-learningの配信開始直後は、学習意欲があり、比較的優秀な層
が早々に修了し、残りの層は企業担当者が受講への催促メールなどを出しながら、締め切り間際まで続くというパターンが多い。次年度は、企
業との連携を強化して推進し、受講者に学習によるメリットと目標、最終的な着地点を明確にして伝える必要がある。
② e-learningの配信終了時期に合わせて、e-learning受講者及び受講企業担当者に対してヒアリング調査を行い、e-learningがファッション業界
各社の従業員教育として有益か否か、その理由の追究、そしてファッション業界人が業務上何に悩み、課題とし、弱点とし、社員教育に何を求
めているか等を分析して次年度の取組みに活用する。また、教材内容は社会人として基礎的知識、常識的なものを多く用意したことから、ヒアリ
ング調査の結果を受けて、業界人のレベル基準を計ることができ、社会人教育に必要な基本テキストが完成した。
③ 就職支援サービス 「Fashion Career Link」が完成し、未就職者を支援するための基盤ができた。また、卒業生に対してキャリア相談を実施した。
次年度は、未就職者支援を絡めた、より具体的な事業を実施する。
④ ハローワークのジョブカード、中央職業能力開発協会と連携を図り、評価基準の基礎を取り入れることができた。次年度は、評価基準をより具体
的にし、③や⑤と協働して活用する体系を策定する。
⑤ 日本ファッション教育振興協会との情報交換を行い、検討委員会・第三者評価委員会において、ファッションビジネス能力検定、パターンメイキン
グ技術検定、ファッション販売能力検定などの評価基準の基盤が構築された。次年度は、評価基準を具体的にし、③、④と協働して活用する体
系を策定する。
⑥ 次年度は、③～⑤をリンクさせた到達目標に向かって、e-learning及び未就職者支援に取り組む。

成果の活用・次年度の課題等

ファッション業界従事者の
知識・技術の底上げを目
的とし、「研修内容を等比
級数的に広げていくこと」
を念頭におき、グローバ
ルなゼネラリスト、プロ
デューサーを養成するこ
とを目的とする。
社会人教育での研修目標
を、人間力、専門力、経営
力の3つの力に的を絞る。
ファッション業界に3～4年
従事し、仕事に問題提起
できる人、及び異業種、他
業種から転向した人と、
ファッション業界に7～8年
従事し、問題提起し、それ
を現実的に解決し、発展
させる能力を身につけた
最終幹部候補の2つの研
修を組み立てる。

H23

本年度の成果

（文化服装学院）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ（ファッション）分野 職域プロジェクト 社会人教育】
「社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」

幅広い職種の人々に向けて共通した知識や技術など、
仕事をする上で必要とされる職業能力について
達成度評価方法策定の基盤を構築する
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平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ（ファッション）分野 職域プロジェクト 社会人教育】

No.
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
IT全般
IT全般
IT全般
IT全般
IT全般

A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10

カテゴリ名

IT全般
IT全般
IT全般
IT全般
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
情報セキュリティ
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
MSOfficeの使いこなし
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS

A06 IT全般

No.
A01
A02
A03
A04
A05

設問内容
Windows、MacOS、リナックス
インターネットとは
ID,パスワードの管理
パソコンの管理（バックアップの重要性）
USBメモリなど外部メディアの管理
ウィルス対策・セキュリティソフト1／ウィルス対策ソフト、ファイアウォール
ソフトで漏えい、侵入を防ぐ
ウィルス対策・セキュリティソフト2／定期的にチェックを行う
ウィルス対策・セキュリティソフト3／USBメモリ、CD-Rなどの媒体のチェック
データベースとは
ビックデータとは
個人情報の取り扱い1／個人情報保護法とは
個人情報の取り扱い2／プライバシーポリシー（個人情報保護方針）とは
個人情報の取り扱い3／企業の責任
個人情報の取り扱い4／利用目的の制限
個人情報の取り扱い5／委託先の監督
個人情報の取り扱い6／ワード、エクセル文書のパスワードのかけ方
個人情報の取り扱い7／圧縮ソフトの暗号化
パソコン機器及びデータ管理１／パソコンの管理
パソコン機器及びデータ管理２／データ持ち出しの注意点
パソコン機器及びデータ管理３
CCとBCCの使い分け
メールの構成
メールの文体
引用の仕方
メールの転送
添付ファイル
機種依存文字、文書の装飾
ひな形を利用する
メーリングリストとは
メールマガジンとは
ワード1／画像の貼り付け
ワード2／インデントとタブ
ワード3／ラベル印刷（差し込み印刷）
エクセル1／グラフの作成
エクセル2／ワークシートの行と列の入れ替え
エクセル3／関数とは
パワーポイント1／自分用のテンプレートを作成しておく
パワーポイント2／エクセルデータの貼り付け
パワーポイント3／配布時の留意点
プレゼン／プロジェクタとの接続
ソーシャルネットワークサービスとは
Twitter 1／特徴
Twitter 2／利用上の注意点
Facebook 1／特徴
Facebook 2／利用上の注意点
YouTube 1／特徴
YouTube 2／利用上の注意点
SNSでのリスク1／プライベートと業務の切り分け
SNSでのリスク2／炎上とは
SNSでのリスク3／匿名でも実名は突き止められる

社会人として必須の基礎的知識・常識を復習していただく2教材
キャリアのステップアップを目指す方に必要なものの見方・考え方を学ぶ2教材

設問内容
2012年に日本経団連「新卒採用時に関するアンケート」
（傾聴と他者受容のボディランゲージ）
（上司からの指示の受け方）
（メモを取る習慣をつける エビングハウスの忘却曲線）
（報告・連絡・相談）
（5W1Hを明確に）
（質問の仕方 閉じた質問と開いた質問）
（反復することで、相手に安心感を与える）
(価値観の違いを認め、客観的に判断する）
（合意形成）
挨拶をする時に気を付けたいポイントは？ （いくつでも）
おじぎの仕方で正しいものを選びなさい（1つだけ）
接客の5大用語は？（5つ選択）
（おもてなしの心 ホスピタリティ）
（好印象を与える身だしなみ）
（上座と下座 応接室、車内、エレベータ内など）
他社訪問時のマナー
クレーム電話の応対１ 否定しない
クレーム電話の応対2 別の人につなぐ
謝罪の仕方
（敬語の種類）
（尊敬語について）
（謙譲語 伺う・申し上げる型）
（謙譲語 参る・申す型）
（丁寧語 です・ます型）
（丁寧語 美化語 お酒・お料理型）
（間違った敬語 二重敬語）
（間違った敬語 さ入れ言葉）
（間違った敬語 ～の方は）
（間違った敬語 ～でよろしかったでしょうか）
電話のかけ方 （かける前の準備）
電話のかけ方 （名乗りと呼び出し）
電話のかけ方 （用件、挨拶）
電話の受け方 （５つの基本）
電話の受け方 （自分宛）
電話の受け方 （指名者への取り次ぎ）
電話の受け方 （指名者が不在の場合）
電話の受け方 （伝言預かり）
携帯電話からかけ方
携帯電話の受け方
ビジネスメールの基本マナー （簡潔な表現）
宛名、署名欄は省かない
１メール１用件
返信は速やかに
報告メール （5W1Hを明確に）
お詫びのメール （メールだけでなく、電話や訪問でカ
挨拶メール
メールだけで済ませない （上司の報告、取引先へ連絡）
メールで言った／言わないを防ぐ
携帯／スマートフォンのショートメッセージ

教材2:「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」【設問50】

A04
A05
B01
B02
B03
B04
B05
C01
C02
C03
C04
C05
D01
D02
D03
D04
D05
E01
E02
E03
E04
E05

カテゴリ名

No.
A01
A02
A03
A04
A05
B01
B02
B03
B04
B05
C01
C02
C03
C04
C05
D01
D02
D03
D04
D05
E01
E02
E03
E04
E05

カテゴリ名
ダイバーシティ
ダイバーシティ
ダイバーシティ
ダイバーシティ
ダイバーシティ
マネジメント
マネジメント
マネジメント
マネジメント
マネジメント
リーダーシップ
リーダーシップ
リーダーシップ
リーダーシップ
リーダーシップ
コーチング
コーチング
コーチング
コーチング
コーチング
ラインケア
ラインケア
ラインケア
ラインケア
ラインケア

設問内容
ダイバーシティとは
ジェンダー・ダイバーシティ
エイジ・ダイバーシティ
人種、国籍、宗教のダイバーシティ
ダイバーシティ・マネジメントとは
マネジメントとは
QCD （クオリティ、コスト、デリバリィ）
PDCA（Plan Do Check Action)のサイクル
5W1Hを明確に指示する
ムリ・ムダ・ムラ（3M)を最小限に抑える
As is /To be (ギャップ分析）
ファシリテーション
Will/Skillマトリックス
A.マズローの欲求5段階説
ジョハリの窓
コーチングとは
GROWモデル
気づきを促す（自発的成長）
アサーション（聞くスキル）
アサーション（伝えるスキル）
メンタルヘルス
部下にメンタル不全が発生したら
パワハラ・セクハラ
報連相（ホウレンソウ）の受け方・アドバイス
クローズド質問とオープン質問

教材4：「ダイバーシティーを意識できる マネージャー養成講座」【設問25】

設問内容
マーケティングとは
ニーズとウォンツ
マーケティングの流れ
（STP：セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング）
マーケティングの4P
マーケティングミックス
マーケティング・リサーチと市場調査
マーケット・セグメンテーション
ターゲティング
ポジショニング
SWOT（スウォット）分析
PPM（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）
ブランド・ロイヤルティ
チャネル政策
リベート
SCM
CRM
AIDMAモデル
AISAS（アイサス）
MECE（ミーシー）
メディア・ミックス
フレームワークとは
チャンクアップ／チャンクダウン
3M ヒト／モノ／カネ
5F（ファイブフォース）
マーケティング3.0とは

教材3：「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」【設問25】

概論
概論
調査・分析
調査・分析
調査・分析
調査・分析
調査・分析
ブランディング／チャネル
ブランディング／チャネル
ブランディング／チャネル
ブランディング／チャネル
ブランディング／チャネル
コミュニケーション
コミュニケーション
コミュニケーション
コミュニケーション
コミュニケーション
フレームワーク
フレームワーク
フレームワーク
フレームワーク
フレームワーク

A03 概論

No.
A01 概論
A02 概論

【企業】 アンケート項目による、各社が受講するおおよその人数を選択し申込み⇒11月15日（金）までに、各社より正式な受講人数を申込み⇒11月22日（金）までに、
各社担当者へ各社受講者分の学習IDとパスワードを事務局より提供⇒各社担当者より各社受講者へ学習IDとパスワードを配付
【卒業生】 アンケート項目による、eラーニング申込み及び中途求人用サイトFashion Career Linkの利用について情報入手⇒キャリア活動に役立つ情報を配信⇒
11月27日（水）までに、事務局より受講者へ学習IDとパスワードを提供
【共通】 11月28日（木）10時00分00秒よりeラーニング配信開始⇒2014年1月31日（金）23時59分59秒をもってeラーニング配信終了
トップ画面上で受講を選択した教材のうち、不正解・未解答の設問からランダムに5問ずつ出題されるため、電車内や空き時間を利用するなど短時間での受講も可
能。各教材とも5問解答後に、4教材選択できるトップ画面が表示されるため、途中で他教材の受講も可能。各設問を解答するたびに、その設問の答えと解説が表
示される。教材はテスト方式ではなくトレーニング方式を採っており、より深く理解しながら繰り返し解くことに意義がある。各教材全問正解し、修了となる。

受講概要

カテゴリ名
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
コミュニケーション全般
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
挨拶・接遇
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
敬語
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール
メール

教材１：「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」【設問50】

「社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」 （文化服装学院）
モデルカリキュラムのイメージ
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平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ（ファッション）分野 職域プロジェクト 社会人教育】

【表2 】 eラーニング受講後のアンケート（協力企業の受講者の皆様用）
各設問にご回答願います。（*）印のついている項目は、必須です。
設問.1 （*）あなたが、eラーニング形式の研修に参加したのは今回で何回目ですか？
（※過去に別の研修で受講したものも含めた回数）
○ a. 1回目（今回が初めて） ○ b. 2回目 ○ c. 3～5回目 ○ d. 6回目以上
設問.2 （*）今回、eラーニングとして配信された4つの教材のうち、あなたが実際に受講した教材はどれですか？
1回でも受講したものを全て選択してください。（いくつでも）
□ 教材1「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」
□ 教材2「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」
□ 教材3「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」
□ 教材4「ダイバーシティを意識できる マネージャー養成講座」
□ （4教材全て）１回も受講していない／できなかった
設問.3
4つの教材で、最後までやり終えた（修了した）教材を選んでください。（いくつでも）
（※前の設問2で、「（4教材全て）1回も受講をしていない／できなかった」を選択した方は
「設問10」までお進みください。）
□ 教材1「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」
□ 教材2「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」
□ 教材3「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」
□ 教材4「ダイバーシティを意識できる マネージャー養成講座」
設問.4
4つの教材で、あなたの仕事やキャリア形成にとって、役に立ちそうだと思った教材はどれですか？（いくつでも）
□ 教材1「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」
□ 教材2「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」
□ 教材3「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」
□ 教材4「ダイバーシティを意識できる マネージャー養成講座」
設問.5 今回のeラーニングで学んだ内容は、今後の仕事やあなたのキャリア形成に活かせられそうですか？
○ a. 多くのことを活かせると思う ○ b. ある程度は活かせると思う ○ c. 活かせるかどうか、まだ分からない
○ d. あまり活かすことができないと思う ○ e. ほとんど活かせないと思う
設問.6 今回のeラーニング受講では、どのような端末機器を使って学びましたか？
学習で実際に利用した端末機器を全て選択してください。（いくつでも）
□ a. パソコン □ b. タブレット □ c. スマートフォン □ d. 携帯電話
設問.7 今回のeラーニング受講で、一番多く利用した端末はどれですか？（１つだけ）
○ a. パソコン ○ b. タブレット ○ c. スマートフォン ○ d. 携帯電話
設問.8 今回のeラーニングは、どのような時に学習しましたか？（いくつでも）
□ a. 早朝自宅などで □ b. 出勤途上の電車・バス等の中で □ c. 出社後の始業前に □ d. 昼休みに
□ e. ちょっとした休憩タイムに □ f. 就業時間中に学習時間を設けて □ g. 仕事が終わった後、社内で
□ h. 帰宅途上の電車・バス等の中で □ i. 帰宅後の自宅で □ j. 休日に □ k. その他
設問.9 eラーニングを利用して良かったことはどんなことですか？（いくつでも）
□ a. 仕事に役立ちそうな知識・視点を学ぶことができた。 □ b. 自分のペースで学習できた。
□ c. 好きな場所、好きな時間に学習できた。 □ d. 社外でも学習できた。
□ e. 携帯電話、スマートフォン、タブレットでも学習できた。 □ f. 自分の知識レベルが客観視できた。
□ g. 繰り返し学習できた。 □ h. 設問形式（ドリル形式）であったこと。 □ i. 解説が表示されたこと。
□ j. 学習履歴や達成度が表示されたこと。
設問.10～設問.15
※【表1 】 eラーニング受講後のアンケート（協力企業の人事ご担当者様用）設問.8～設問.13と同じ
設問.16 今回、eラーニングを利用して良かったこと、今回のeラーニングプロジェクトに関してご意見・ご要望・
ご感想をお願いします。）（※「1回も受講しなかった／できなかった」方は、その理由や、今回のeラーニ
ングプロジェクトに関するご意見・ご要望があればお願いします。）

今年度のeラーニングにおける達成度評価基準は、教材ごとの「受講率」「修了者数（全問クリアした人数）」「全登録者内の修了率（達成率）」「受講済修了率（達成率）」がeラーニング受講者の受講意欲を測る項目となる。達成度を測る指
標に近いものとして、『【表1 】eラーニング受講後のアンケート（協力企業の人事ご担当者様用）』の設問.5、6、7、そして 『【表2】eラーニング受講後のアンケート（協力企業の受講者の皆様用）』の設問.5が該当する。また、各教材による修
了するまでの受講回数のデータから各教材の難易度と、企業に在籍する方々のレベル基準を測ることができた。
次年度の評価基準は、今年度にハローワークのジョブカードや中央職業能力開発協会との連携により構築した基盤を参考にする。その1例として、『①コミュニケーション能力がある（レベル１：相手の目を見て話すことができる。相手の考
えを受け入れ、理解することができる。レベル２：自分の意見を分かりやすく伝え、会話をすることができる。相手の立場や意見の違いを理解し、会話をすることができる。レベル３：異業種や大人数の環境において、意見交換することがで
きる。』、『②ファッション感覚（流行に敏感）が優れている（レベル１：ファッションが好きでお洒落に関心を強く持っている。レベル２：ファッションのトレンドを分析できる。レベル３：幅広い視点でバランスよくファッションを捉えることができる。
ファッションセンスがあり、周りに影響を与えることができる。』など、ファッション業界各職種に共通する評価基準を用意した。また、デザイナーやパタンナー、販売職などの各専門職種に対応させた評価基準も基盤を構築した。

達成度評価基準の考察

各設問にご回答願います。（*）印のついている項目は、必須です。
設問.1 （*） 貴社で、今回のeラーニングプロジェクトに「参加しようと思った理由・目的」はどのようなものでしたか。
設問.2 （*）今回のeラーニングの仕組み・教材内容について、また、アパレル中核人材をeラーニングで
再教育しアパレル業界を活性化させていくというコンセプトについて、ご意見・ご感想をご記入願います。
設問.3 （*）今回のeラーニングとして配信された４教材の学習テーマについてお伺いします。
貴社の従業員教育にとって有効・有用な学習テーマであると評価されたのは、どの教材でしょうか。（いくつでも）
□ 教材1「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」
□ 教材2「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」
□ 教材3「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」
□ 教材4「ダイバーシティを意識できる マネージャー養成講座」
設問.4 （*）今回のeラーニングでは、得点を数値評価する「テスト型」ではなく、各教材で配信される設問
（50問もしくは25問）をやり遂げる達成度を評価する「トレーニング型」が採用されましたが、
この方式についての貴社のご評価はいかがでしょうか。
○ a. 達成度を評価するトレーニング型で良いと思った。 ○ b. テスト型で得点が数値で出る方が良いと思った。
○ c. トレーニング型とテスト型、両方あった方が良い。 ○ d. よく分からない。
設問.5 （*）貴社が「参加しようと思った理由・目的」は、本ｅラーニングプロジェクトで達成されたでしょうか。
達成された場合はどのような点に満足されたのか、また、達成されなかったとお考えの場合は、
ご不満点・ご意見・ご要望などをご記入願います。
設問.6 （*）今回のeラーニングプロジェクトに参加されたことで、受講者の皆様の業務態度・行動や社内での評価に、
何か変化は見られましたでしょうか。
設問.7 （*）eラーニングプロジェクトに参加してみて、今後の貴社の人材教育に関して、何かヒントになったり、改善すべき
点などは見出せたでしょうか。
また、貴社の教育研修の中で、今後eラーニングを活用していく契機になりそうでしょうか。
設問.8
今後、eラーニングの学習テーマとしてあった方がよいと思われるものをいくつでも選択してください。
＜A分野：社会人の基本マナー・一般常識＞ （いくつでも）
□ A1. 接客マナー（販売用） □ A2. 一般ビジネスマナー □ A3. 社会常識／一般常識 □ A4. ITリテラシー
設問.9
＜B分野：一般ビジネス実務（初級）＞ （いくつでも）
○ B1. コスト感覚 ○ B2. 企画書作成術 ○ B3. 情報の収集／選別／活用法 ○ B4. 物流・流通の仕組み
○ B5. プレゼンテーション力 ○ B6. クレーム対応術 ○B7. メンタルヘルス入門 ○B8. パワハラ／セクハラ
設問.10 ＜C分野：一般教養／人間力アップ＞ （いくつでも）
○ C1. コミュニケーション力 ○ C2. 気づく力／気配り／気遣い ○ C3. 聴く力／傾聴力 ○ C4. 突破力
○ C5. 問題解決力 ○ C6. 営業力 ○ C7. 仕事に対する基本的な心構え ○ C8. 道徳／人間力
○ C9. 日本文化／伝統技術 ○ C10. やりがい／生きがい
設問.11 ＜D分野：アパレル専門知識＞ （いくつでも）
○ D1. アパレル／ファッション業界用語 ○ D2. バイヤー入門 ○ D3. MD入門 ○ D4. VMD入門
○ D5. プレス入門 ○ D6. アパレル商品知識 ○ D7. 素材／テキスタイル知識 ○ D8. 縫製技術
○ D9. 生産工学／生産の背景 ○ D10. カラーセオリー／カラーコ－ディネイト ○ D11. スタイリング
○ D12. ファッションの歴史 ○ D13. トレンド／流行予測
設問.12 ＜E分野：一般ビジネス知識（中級）＞ （いくつでも）
○ E1. ロジカルシンキング ○ E2. 数字の読み方・考え方 ○ E3. マネジメント入門 ○ E4. マーケティング入門
○ E5. ビジネスコーチング入門 ○ E6. チーム・ビルディング入門 ○ E7. 貿易実務 ○ E8. 販売心理学
○ E9. 企画・生産のタイムマネージメント ○ E10. サプライチェーン（国内外の連携）
設問.13 ＜F分野：起業＞ （いくつでも）
○ F1. アパレル起業を考える前の予備知識1 ～コンセプト／起業の心得
○ F2. アパレル起業を考える前の予備知識2 ～事業計画／資金調達
○ F3. アパレル起業を考える前の予備知識3 ～経営とは
設問.14 今後、アパレル中核人材の再教育及び、アパレル業界の活性化策としてのeラーニングの有用性、あるいは、
eラーニング以外でも採り入れた方がよいと思われる教育研修のテーマ／手法について、ご意見を記入願います。

【表1 】 eラーニング受講後のアンケート（協力企業の人事ご担当者様用）

「社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」 （文化服装学院）
達成度評価基準・手法等のあり方のイメージ
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410

成果の目的・活用

410
283

250

270

410

ダイバーシティを意識できる マネー
教材4
ジャー養成講座

224

（人）

410

（人）

教材3 気付く能力を伸ばす マーケティング入門

教材1

日本人らしさを国際社会に活かす
ビジネスマナー＆コミュニケーション
いざという時に慌てない ITリテラシー・
教材2
パワーアップ講座

教材名
（人）

127

160

140

186

30.98%

39.02%

34.15%

45.37%

（％）

学習者
受講者数
登録数 未受講者数 （1回でも受 受講率
講した人数）

【表3】 教材ごとのeラーニング受講者数、受講率、修了（達成）率

765

1001

1693

1981

6.02

6.26

12.09

10.65

⑤短期プログラムの方法・学習量
トップ画面上で受講を選択した教材のうち、不正解・未解答の設問からランダムに5問ずつ出題され
るため、電車内や空き時間を利用するなど短時間での受講も可能。各教材とも5問解答後に、4教材選
択できるトップ画面が表示されるため、途中で他教材の受講も可能。各設問を解答するたびに、その
設問の答えと解説が表示される。教材はテスト方式ではなくトレーニング方式を採っており、点数よりも
解説を熟読して、より深く理解しながら繰り返し解くことに意義がある。各教材全問正解し、修了となる。

④学習から就業、キャリアアップ等へつなげるための取組強化：
e-learning受講企業担当者に対して実施したe-learning受講後のアンケート結果によると、自社社
員の受講数、受講率を上げようとする積極的な姿勢を見せた企業は、受講者に就業への意識変化が
現れたという意見が多かった。また、受講から半年経過した時点で、受講企業担当者には受講者の就
業に対する意識変化を追跡調査する。次年度の事業では、本年度e-learningを受講した企業に向け
ても案内をして、継続性とキャリアアップを考えた内容を実施する。

③e-learning受講者の対象と教材のレベル設定の理由：
前年度事業において、ファッション業界7、8年目を対象にした受講者から、社会人としての基本常識
や社会常識を学び直したいという意見が多くあった。従って、教材内容は社会人として必須の基礎的
知識・常識問題とし、本内容に対する学習意欲さえあれば、異業種、千差万別の経歴、目標が異なる
人々にも対応すべく教材を用意した。

②教材のレベル：
・社会人として必須の基礎的知識・常識を復習する2教材
・キャリアのステップアップを目指す方に必要なものの見方・考え方を学ぶ2教材

85

95

80

103

66.93%

59.38%

57.14%

55.38%

（％）

受講済内
修了率
（達成率）

次年度は、③～⑤を融合させて、e-learning及び未就職者支援を総括した『学び直し教育プログラム』
を実施する。

⑤ 日本ファッション教育振興協会との情報交換を行い、検討委員会・第三者評価委員会において、
ファッションビジネス能力検定、パターンメイキング技術検定、ファッション販売能力検定などの評価基
準の基盤が構築された。次年度は、評価基準を具体的にし、③、④と協働して活用する体系を策定す
る。

④ ハローワークのジョブカード、中央職業能力開発協会と連携を図り、評価基準の基礎を取り入れる
ことができた。次年度は、評価基準をより具体的にし、③や⑤と協働して活用する体系を策定する。

③ 就職支援サービス 「Fashion Career Link」が完成し、未就職者を支援するための基盤ができた。
また、卒業生に対してキャリアアドバイザーを介してキャリア相談を実施した。次年度は、④、⑤と協働
して未就職者支援を絡めた、業界に特化したより具体的な事業を実施する。

② e-learningの配信終了時期に合わせて、e-learning受講者及び受講企業担当者に対してヒアリン
グ調査を行い、e-learningがファッション業界各社の従業員教育として有益か否か、その理由の追究、
そしてファッション業界人が業務上何に悩み、課題とし、弱点とし、社員教育に何を求めているか等を
分析して次年度の取組みに活用する。また、教材内容は社会人として基礎的知識、常識的なものを多
く用意したことから、ヒアリング調査の結果を受けて、業界人のレベル基準を計ることができ、社会人
教育に必要な基本テキストが完成した。

① 【表3】の通り、e-learningの受講率は、受講者410名に対して（教材1：45.37％、教材2：34.15％、
教材3：39.02％、教材4：30.98％）と決して高いとは言えないが、一方で、全問正解した修了者数が
（教材1：103名、教材2：80名、教材3：95名、教材4：85名）であった。業務内容に直結したり、興味・関
心のある教材のみ受講する受講生がいるため、数字のみでは計れないが、e-learningの配信開始直
後は、学習意欲があり、比較的優秀な層が早々に修了し、残りの層は企業担当者が受講への催促
メールなどを出しながら、締め切り間際まで続くというパターンが多い。次年度は、企業との連携を強
化して推進し、受講者に学習によるメリットと目標、最終的な着地点を明確にして伝える必要がある。

成果による課題・今後の方向性等

20.73%

23.17%

19.51%

25.12%

延べ
修了者数
全登録者内
受講回数 1人当たり （全問クリ
修了率
（関係者を 受講回数 アした人
（達成率）
除いた数）
数）
（人）
（回/人）
（人）
（％）

各職域プロジェクト成果の活用イメージ

「社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築」 （文化服装学院）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」
【クリエイティブ（ファッション）分野 職域プロジェクト 社会人教育】

①e-learning受講者の対象：
・企業に社員教育の場がないため、この機会に学びたいファッション業界人
・ファッション業界に長く従事しているが、この機会に学び直したいファッション業界人
・異業種、他職種からの転向を希望、または一度離れたファッション業界に復帰したい本校卒業生
・就職・転職を希望する本校卒業生
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各職域プロジェクト成果の活用イメージと
評価のとりまとめ
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課題・今後の方向性
○ 素材開発における時間・資金面での課題におけるカリキュラムへの落とし込み
○ 産学連携カリキュラムに協力する企業・工場の開拓
○ 産地と協働で人材育成を取組むには、資金援助が必要。官との連携を強化していく。

用
生徒のモチベーションアップに繋がる取組
教員の知識・技術向上に繋がる取組
「魅力ある授業」に向けた取組

活 用
○ e-learning受講者及び受講企業担当者に対してﾋｱﾘﾝｸﾞ調査を行い、e-learningがファッション業界
各社の従業員教育として有益か否かの追究や課題、発展する活用方法があるのか等を探り、elearningを実施
○ 評価法策定が可能なシステムの基盤を構築する。

課題・今後の方向性
○ e-learning受講後に実施するe-learning受講に関するヒアリング調査により、ファッション業界
で必要としている内容の教材を用意する。
○ モチベーションの維持や、受講することによるメリットを明確にして伝える必要がある。
○ e-learning受講企業の担当者との連携を強めて推し進める必要がある。
○ 企業に採用に関する体制や職種に対する位置付け等をﾋｱﾘﾝｸﾞ調査し、雇用のﾐｽﾏｯﾁへの
対策を提案する

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

課題・今後の方向性
○ ﾌｧｯｼｮﾝ界の国際化の遅れにより、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育定着が課題
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるﾉｳﾊｳの蓄積が乏しく、業界からの講師の招聘が課題。
また、そういったﾉｳﾊｳを持っている有識者が多忙であり、協力をしてもらうことが難しい
○ 教員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞの欠乏。教員への教育も検討することが求められる。
○ 地方での実施が実質上困難であり、その方法をさらに模索する必要がある。

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

課題・今後の方向性
○ 高校は全国の専門高校を中心に、高等教育においては東京一極集中ではなく、地方の
学校との連携を検討していく
○ 開発した基本の教育プログラムをデータベース化し、各学校、地域に合わせ、アレンジして
活用

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（分科会：高校連携）

用
文化服装学院ﾌｧｯｼｮﾝ工科専門課程ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科3年正規ｶﾘｷｭﾗﾑに試行導入。
その他の6校においても、可能な限りｶﾘｷｭﾗﾑ導入を進める
夏期休暇および冬期休暇を利用したｾﾞﾐﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして全国のﾌｧｯｼｮﾝ系大学・専門学校にｶﾘｷｭﾗﾑ
案を提案・実施。

活 用
○ 来年度よりｽﾀｰﾄする 「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ科」や「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ」との連繋。
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育を進めている大学、短大、専門学校へのｶﾘｷｭﾗﾑ提案を実施する。
また、今後ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育を検討している学校との連携も図る
○ 開発した達成度評価基準の導入推進。

活
○
○
○

活
○
○
○

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

課題・今後の方向性
○ 共通ユニットの評価について、人間力の向上をいかにしていくかという部分が今後の検討
課題となる。
○ 個性を伸ばす特化的な教育をいかにしてすすめ、評価基準に落とし込むかが課題。

【ｺﾝｿｰｼｱﾑ】ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

各職域プロジェクト成果の活用イメージ

活 用
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において、育成すべき人材像を設定
○ 上記人材像の質の保証となる評価指標の開発。専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と、職種に
関わらず、人間力を評価する共通ﾕﾆｯﾄとを作成し、全国のﾌｧｯｼｮﾝ系専門学校への提案を実施。
○ 各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果報告のとりまとめ
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コンソーシアム全体・各職域プロジェクトの評価のとりまとめ

（課題・方向性等）
事業の継続をさらに進めるべき。現場の姿
を学生が目の当りにし、東京だけではない
様々な産地で自分の実力が生かせる場を
見つけるということを心がけていく取組を推
進する。

（特色）
協力企業・工場と連携したクリエーション教
育となっている。作品制作で糸から作るこ
とが望ましい中、時間的な制約もある。
そこで、既製品を遡り、どのように作られた
かを学ぶ逆算の発想は、非常に効果があ
り、学生にとって有益な内容。

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（課題・方向性等）
各地域の企業との連携を進めるのであれ
ば、高校のみならず、地方の専門学校も
巻き込んでの活動になると、さらに広がり
が期待できる。

（特色）
高等学校における産業の養成を踏まえた
的確なファッション教育の仕組みや教育
題材の製作に向けた情報交換の仕組みを
作るとともに、地域産業との連携、活性化、
各地域の実情に合わせた取組法の検討を
実施する。

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（分科会：高校連携）

（課題・方向性等）
専門性の高いカリキュラムとなっているた
め、レベルについてさらに検討を加えること
が求められる。また、地方のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育
は事実上困難を極めるため、その方法論
において模索することが期待される。

（特色）
グローバルに活躍する人材の育成を想定
し、講義に加えてグループワークを多く取り
入れ、他国と対等にビジネスをする上で必
要なプレゼン力強化の取組となっている。
日本のファッション界の未来を考える上で
は継続して実施していくべき内容。

【コンソーシアムから見た各職域プロジェクトの課題・方向性等】
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ
人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（課題・方向性等）
e-learningと検定試験の住み分けにおい
て、どのようにバランスをとっていくのかを
考えることが求められる。

（特色）
E-learningを利用し、試験的に企業と文
化服装学院の卒業生が受講している。
問題に対する正解後の解説を充実させる
など、 テキストがない従来のe-learningの
問題点に対し、受講者が知識を深めるシ
ステムを構築する工夫がみられる。

社会人教育において永続的に必要な
知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

（課 題）
○ 各地方によって産業は異なっており、その地域に見合った人材の輩出が求められているため、職域プロジェクトの内容を日本
全体に浸透させることは難しい
○ 企業、教育機関により、人材像は異なっている。そのため、職域プロジェクトが実施するカリキュラムや達成度評価を落とし込む
ことが必ずしもできるということではない。
○ 学生を指導する教員の質の向上。
（方向性）
○ 各地方におけるニーズに見合った人材像を探りながら、地域産業との連携によるカリキュラム構築、達成度評価基準を作成する
ことを提案、推進する。
○ 各企業と教育界が情報を共有することにより、卒業してから即戦力となる人材とはどのような人物なのかを常に模索していく。
○ 学生だけでなく、教える側や企業人も常に学ぶことが必要であり、リカレント教育の推進をしていく。

【共通する課題・方向性等】
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４.事業成果報告会
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ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム
事業成果報告会開催概要

日

時：2014 年 3 月 4 日（火）14:00

～ 16:00

会

場：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター

内

容：産学コンソーシアム及び各職域プロジェクト事業成果報告
①ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ
②ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
③ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ【高校連携】
④ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
⑤社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理システムの構築
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平成26年3月4日（火）14：00 ～ 16：00

平成25年度文部科学省委託事業
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業
ファッション分野

ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成
産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）産学官連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ

※体制イメージ図

多様化する時代に対応するための
人材育成が求められている

国内での空洞化
国際市場の競争激化等の変化
新興国、とりわけ中国・韓国などの追い上げ
海外展開ノウハウの欠乏
近年75％前後を推移している専修学校生の就職率に
おいて、服飾・家政系の専修学校生１７０００人の就職
率をさらに上昇をさせ、最終的に就職希望者の就職を
100％にすることが求められている。

課題・ニーズ・背景

評価基準検討委員会
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の
具体的なｲﾒｰｼﾞの設定
〇 ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成すべき人材におけ
る評価基準の開発

プロジェクト進行・経過報告
問題点や課題の報告

プロジェクト評価
プロジェクトマネジメント
方向性の示唆、助言

産業界と教育界、国とが一体となった高度な教育プログラムの確立、
日本のファッション教育のモデルとして定着

○ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）分野で実施されている各職域ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ事業のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言を、委員会の報告
をもとに実施
○ これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の具体的
な設定検討を委員会内で実施。
○ 求められる人材を育成するための評価基準（ﾃﾞｻﾞｲ
ﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と全職種に用いることのでき
る基準を作成
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断的な課題などの抽出を、
委員会内で実施。

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
社会人教育において永続的に必要な
知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（分科会：高校連携）

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

経済産業省

オブザーバー

（一財）ファッション産業人材育成機構
（一財）日本ファッション教育振興協会
（一社）日本アパレル・ファッション産業協会
（一社）日本ファッション・ウィーク推進機構
協同組合関西ファッション連合

業界団体

㈱オンワードホールディングス
㈱TSIホールディングス
㈱繊研新聞社
㈲イリオス・アイ

産業団体・企業 など

文化服装学院
文化学園大学
文化ファッション大学院大学
北海道文化服装専門学校
名古屋学芸大学
大阪文化服装学院
香蘭ファッションデザイン専門学校

教育機関

参加・協力機関

初年度：○ ｸﾘｴｰｼｮﾝ・ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・社会人教育の4つの分野に
おけるﾓﾃﾞﾙｶﾘｷｭﾗﾑの開発と、それに関わるｱﾝｹｰﾄ、視察調査
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断的な課題の抽出
二年目：○ 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言
○ これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の意見交換及び共有
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育における課題の検討
三年目：○ 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・評価・助言
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成すべき人材像の設定及び、それに伴う評価
基準のﾕﾆｯﾄ開発（専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売）、共通ﾕﾆｯﾄ）

成果目標

取組の概要

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）コンソーシアム：平成25年度～】
ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム
文化学園 国際ファッション産学推進機構

検討委員会
〇 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する方向性の示唆・助言・
評価
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる人材像の
検討
〇 ファッション教育における横断的な教育方法・
評価基準の検討

〇
○
○
○
○
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取組内容

ファッション界に求められる人材の検討を委員会内で実施。
人間力やコミュニケーション能力はもちろんであるが、クリ
エーションをしている人で、ビジネスを理解している人材、は
たまたその逆も必要。一方で、その道のスペシャリストを育て
る教育も必要であり、対極的な意見がファッション教育には
存在している。

② これからのファッション界に求められる人材像の
設定

報告を受けてのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄや評価、助言を行う。
昨年度の課題として、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施には地域差の問題な
どが存在するため、ｶﾘｷｭﾗﾑの内容によっては実施が困難な
場合があることがわかった。そのため、課題を取り払うため
の教育の仕組みづくりが必要となってくる。学校間同士の連
携推進やITｼｽﾃﾑ導入などを検討し、解決を図る必要がある。

事業報告書を作成し、日本のﾌｧｯｼｮﾝ系教育機関・企業・業
界団体、各都道府県教育委員会等、計500部程を配布予定。
また、HP上でも公開する。さらに、成果を広範に周知し、本
取組みを全国規模で認知させる目的として、事業成果報告
会を実施する。

⑤ 普及活動

ﾌｧｯｼｮﾝ教育における育成する人材像の設定とそれに伴う
質の保証となる評価基準を作成する。具体的には、職種に
関わらず、ﾌｧｯｼｮﾝ界で活躍するための人間力に対する評価
指標を示す共通ﾕﾆｯﾄと、各職種においてその知識・技能・能
力を評価する専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・FA）を作成する
こととする

④ 評価指標の開発

多様化するファッション界において求められる人材像と教
育の課題について抽出を行う。
これからのファッション教育は、学生にとって情熱を持たせ
るカリキュラムが必要。また、ある程度学生同士で競争をさ
せる内容が必要であり、こういった仕組みが必要である。

③ ファッション教育における横断的な課題の抽出

○各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・
評価・助言
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における課題の
継続審議及び成果の普及
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育において育成す
べき人材像の設定
○育成する人材の質の保証と
なる評価指標の開発

H25年度

成果の活用・次年度の課題等

○各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・
評価・助言
○これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求め
られる人材像の検討
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断
的な課題の抽出

H24年度

○ 共通ユニットの評価について、人間力の向上をいかにしていくかという部分が今後の検討
課題となる。
○ 個性を伸ばす特化的な教育をいかにしてすすめ、評価基準に落とし込むかが課題。

課 題

○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において、育成すべき人材像を設定。どの地域においても横断的に用いるこ
とができ、社会に出て即戦力となることを目的に、全国で普及を図る。
○ 上記人材像の質の保証となる評価指標の開発。専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と
職種に関わらず、人間力を評価する共通ユニットとを作成。今後、全国規模で利用できる
汎用性の高い評価指標を創出し、普及させる。
○ 各職域プロジェクトの事業実施における、共通的な課題などをまとめ、取組みとして全国
規模で認知されるよう、発信をする。

成果の活用

○ｶﾘｷｭﾗﾑの検討・立案・体
制構築
○各分野におけるｶﾘｷｭﾗﾑの
評価
○ﾌｧｯｼｮﾝ教育における横断
的な課題の抽出

H23年度

スケジュール

○ 産業界と教育界、関係団体、それを支援する行政が持つそれぞれの意見として発信し、これか
ら双方が連携してファッション教育を行う上での足掛かりとして活用をする
○ 教育界、産業界、関係団体より構成される産学コンソーシアムを新たに結成。次世代のファッ
ション教育の検討について、両者が一体となって取組む体制を全国で推進させる。さらに、検討
結果について全国のファッション教育機関や企業などと共有する。
○ 将来的に、各校がカリキュラム開発などを行う上でのガイドブックとして普及を行う。

本年度の成果

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）コンソーシアム】
ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム
文化学園 国際ファッション産学推進機構

産業界と教育界、関係団体、それを支援する行政が
一体となってこれからのファッション教育に寄与するコ
ンソーシアムを結成し、以下の取組みを行う。
① 各職域プロジェクトの評価
ﾌｧｯｼｮﾝ分野において実証中の職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの進捗状況
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課題・今後の方向性
○ 素材開発における時間・資金面での課題におけるカリキュラムへの落とし込み
○ 産学連携カリキュラムに協力する企業・工場の開拓
○ 産地と協働で人材育成を取組むには、資金援助が必要。官との連携を強化していく。

用
生徒のモチベーションアップに繋がる取組
教員の知識・技術向上に繋がる取組
「魅力ある授業」に向けた取組

活 用
○ e-learning受講者及び受講企業担当者に対してﾋｱﾘﾝｸﾞ調査を行い、e-learningがファッション業界
各社の従業員教育として有益か否かの追究や課題、発展する活用方法があるのか等を探り、elearningを実施
○ 評価法策定が可能なシステムの基盤を構築する。

課題・今後の方向性
○ e-learning受講後に実施するe-learning受講に関するヒアリング調査により、ファッション業界
で必要としている内容の教材を用意する。
○ モチベーションの維持や、受講することによるメリットを明確にして伝える必要がある。
○ e-learning受講企業の担当者との連携を強めて推し進める必要がある。
○ 企業に採用に関する体制や職種に対する位置付け等をﾋｱﾘﾝｸﾞ調査し、雇用のﾐｽﾏｯﾁへの
対策を提案する

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

課題・今後の方向性
○ ﾌｧｯｼｮﾝ界の国際化の遅れにより、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育定着が課題
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるﾉｳﾊｳの蓄積が乏しく、業界からの講師の招聘が課題。
また、そういったﾉｳﾊｳを持っている有識者が多忙であり、協力をしてもらうことが難しい
○ 教員のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞの欠乏。教員への教育も検討することが求められる。
○ 地方での実施が実質上困難であり、その方法をさらに模索する必要がある。

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

課題・今後の方向性
○ 高校は全国の専門高校を中心に、高等教育においては東京一極集中ではなく、地方の
学校との連携を検討していく
○ 開発した基本の教育プログラムをデータベース化し、各学校、地域に合わせ、アレンジして
活用

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（分科会：高校連携）

用
文化服装学院ﾌｧｯｼｮﾝ工科専門課程ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科3年正規ｶﾘｷｭﾗﾑに試行導入。
その他の6校においても、可能な限りｶﾘｷｭﾗﾑ導入を進める
夏期休暇および冬期休暇を利用したｾﾞﾐﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして全国のﾌｧｯｼｮﾝ系大学・専門学校にｶﾘｷｭﾗﾑ
案を提案・実施。

活 用
○ 来年度よりｽﾀｰﾄする 「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ科」や「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ」との連繋。
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育を進めている大学、短大、専門学校へのｶﾘｷｭﾗﾑ提案を実施する。
また、今後ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育を検討している学校との連携も図る
○ 開発した達成度評価基準の導入推進。

活
○
○
○

活
○
○
○

【職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

課題・今後の方向性
○ 共通ユニットの評価について、人間力の向上をいかにしていくかという部分が今後の検討
課題となる。
○ 個性を伸ばす特化的な教育をいかにしてすすめ、評価基準に落とし込むかが課題。

【ｺﾝｿｰｼｱﾑ】ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

各職域プロジェクト成果の活用イメージ

ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム（文化学園 国際ファッション産学推進機構）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）コンソーシアム】

活 用
○ ﾌｧｯｼｮﾝ教育において、育成すべき人材像を設定
○ 上記人材像の質の保証となる評価指標の開発。専門ﾕﾆｯﾄ（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・ﾊﾟﾀﾝﾅｰ・販売職）と、職種に
関わらず、人間力を評価する共通ﾕﾆｯﾄとを作成し、全国のﾌｧｯｼｮﾝ系専門学校への提案を実施。
○ 各職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの成果報告のとりまとめ

99

コンソーシアム全体・各職域プロジェクトの評価のとりまとめ

ファッション分野における中核的専門人材養成産学コンソーシアム（文化学園 国際ファッション産学推進機構）

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）コンソーシアム】

（課題・方向性等）
事業の継続をさらに進めるべき。現場の姿
を学生が目の当りにし、東京だけではない
様々な産地で自分の実力が生かせる場を
見つけるということを心がけていく取組を推
進する。

（特色）
協力企業・工場と連携したクリエーション教
育となっている。作品制作で糸から作るこ
とが望ましい中、時間的な制約もある。
そこで、既製品を遡り、どのように作られた
かを学ぶ逆算の発想は、非常に効果があ
り、学生にとって有益な内容。

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（課題・方向性等）
各地域の企業との連携を進めるのであれ
ば、高校のみならず、地方の専門学校も
巻き込んでの活動になると、さらに広がり
が期待できる。

（特色）
高等学校における産業の養成を踏まえた
的確なファッション教育の仕組みや教育
題材の製作に向けた情報交換の仕組みを
作るとともに、地域産業との連携、活性化、
各地域の実情に合わせた取組法の検討を
実施する。

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野における
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（分科会：高校連携）

（課題・方向性等）
専門性の高いカリキュラムとなっているた
め、レベルについてさらに検討を加えること
が求められる。また、地方のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育
は事実上困難を極めるため、その方法論
において模索することが期待される。

（特色）
グローバルに活躍する人材の育成を想定
し、講義に加えてグループワークを多く取り
入れ、他国と対等にビジネスをする上で必
要なプレゼン力強化の取組となっている。
日本のファッション界の未来を考える上で
は継続して実施していくべき内容。

【コンソーシアムから見た各職域プロジェクトの課題・方向性等】
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ
人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（課題・方向性等）
e-learningと検定試験の住み分けにおい
て、どのようにバランスをとっていくのかを
考えることが求められる。

（特色）
E-learningを利用し、試験的に企業と文
化服装学院の卒業生が受講している。
問題に対する正解後の解説を充実させる
など、 テキストがない従来のe-learningの
問題点に対し、受講者が知識を深めるシ
ステムを構築する工夫がみられる。

社会人教育において永続的に必要な
知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

（課 題）
○ 各地方によって産業は異なっており、その地域に見合った人材の輩出が求められているため、職域プロジェクトの内容を日本
全体に浸透させることは難しい
○ 企業、教育機関により、人材像は異なっている。そのため、職域プロジェクトが実施するカリキュラムや達成度評価を落とし込む
ことが必ずしもできるということではない。
○ 学生を指導する教員の質の向上。
（方向性）
○ 各地方におけるニーズに見合った人材像を探りながら、地域産業との連携によるカリキュラム構築、達成度評価基準を作成する
ことを提案、推進する。
○ 各企業と教育界が情報を共有することにより、卒業してから即戦力となる人材とはどのような人物なのかを常に模索していく。
○ 学生だけでなく、教える側や企業人も常に学ぶことが必要であり、リカレント教育の推進をしていく。

【共通する課題・方向性等】
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学校法人文化学園 文化服装学院
ファッション工科専門課程 アパレルデザイン科
教授 野中慶子

テキスタイルおよびクリエイティブ分野における
グローバルな人材育成プロジェクト

文部科学省委託事業

課題・ニーズ・背景

素晴らしいテキスタイルが国内にありながら、中国に生産拠点がうつり、
テキスタイルについての知識が少ないファッション学生・デザイナーが増加

クリエーター育成において素材、特に国内のテキスタイルについて学ぶ機会の重要性

を育成、世界に発信することが、グローバルな中核的専門人材育成となる

メイドインジャパンテキスタイルを理解しているクリエーター人材

アパレル産業は空洞化傾向にあるが、ファッション分野における『クールジャパン』として

•

– 世界の著名デザイナーズブランドから愛されている日本のテキスタイル
– 歴史伝統ある、日本でしかつくることができない数々のテキスタイル

背景・ニーズ
• 世界に誇るメイドインジャパンのオリジナルテキスタイル

課題
• 日本におけるテキスタイル産地の減少
• 中国を主とした海外への生産地の移転
• アパレル産業の市場規模の収縮化
• アパレル業界を目指す学生の減少
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メイドインジャパンの
テキスタイルの知識

国内外のアパレル産業関係者、
教育関係者が集まる場において、
成果を発表

世界へ発信

日本の産地やテキスタイル企業とコラボレートし、
メイドインジャパンのテキスタイルの魅力を理解し、
クリエーションに活かすことができるデザイナーを育成し、グローバルな規模の
ファッション関連の展示会や世界各国の教育関係者が集う場において
展示・ショー形式での発表を行い、専門家の評価を得る。

世界標準の
クリエーション力

若手クリエーターの育成

取組の概要と成果目標

昨年度はウールにてプロジェクトを実施
今年度は幅を広げ、綿・シルク・化合繊など
様々な素材を使用することを目標とし、産地や
テキスタイル企業とコラボレートし、素材の知識、
加工知識、を深める。

103

・ 評価資料・体制の検討

・ 全国展開可能なモデルカリキュラムの開発

・ カリキュラムの実証
・参加研究機関・産業団体・企業への
産地研修・見学
・参加研究機関・産業団体・企業委員による
参加教育機関学生への技術指導
・参加教育機関学生による作品制作

・ カリキュラムの検討

企画推進委員会

・ 学生の習熟度評価
・ プロジェクト全体の
評価

第三者評価委員会

○産業団体・企業等
ケイテー・テクシーノ株式会社
株式会社LEWS纏
有限会社福田織物
八王子織物工業組合

○研究機関
文化ファッションテキスタイル
研究所

○教育機関
文化服装学院
文化ファッション大学院大学
杉野服飾大学
名古屋学芸大学・大学院
名古屋ファッション専門学校
北海道文化服装専門学校

参加・協力機関

進化と継承～テキスタイルとクリエーションの未来～

・ これからのファッション界に
求められる人材像の具体的
なイメージの検討
・ 求められる人材像育成のための
評価基準の検討

評価基準検討委員会

・ 職域プロジェクトに対する
方向性の示唆・助言・評価
・ これからのファッション界
に 求められる人材像の検討
・ ファッション教育における
横断的な教育方法・評価基準
の検討

検討委員会

職域プロジェクト
テキスタイルおよびクリエイティブ分野における
グローバルな人材育成プロジェクト

テキスタイル・ファッションデザインクリエーターの育成

テキスタイルクリエーションプロジェクト
取組内容・体制イメージ図・参加協力機関

クリエイティブ
（ファッション）
産学官連携コンソーシアム
ファッション分野における
中核的専門人材養成
産学コンソーシアム
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日本の代表的な織物産地の一つである八王子の織物メーカー、
株式会社みやしんが2013年5月、新たに文化・ファッションテキスタイル研究所
としてスタート。「みやしん」時代には数多くのブランドへ向けて
独自の技術を駆使したオリジナルテキスタイルを開発・生産。

産地研修・専門知識研修
～文化・ファッションテキスタイル研究所～
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綿の産地として有名な静岡、遠州にある綿織物工場。世界中から最高級の糸を取寄せ、
世界最高の超極細綿糸織物や次世代コーデュロイの開発生産を行っている。
現在では超極細綿糸を使用した世界一薄い最高級のストールも自社で生産・販売を行っている。

産地研修・専門知識研修
～有限会社 福田織物～

産地研修・専門知識研修
～ケイテー・テクシーノ株式会社～

化学合成繊維で有名な北陸地方にある、繊維専門事業会社。合繊織物の糸加工、糊付加工、製織・
製編加工を一貫生産体制にて構築している。スポーツ・婦人・ユニフォーム・資材の分野で合繊でしか
表現できない味わい、機能・感触・面白さなどのあるテキスタイルを創造している。
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染色加工

藍染・抜染加工

デジタルプリント加工

発砲加工

箔加工

それぞれのテキスタイルの特徴を
生かした加工を各学生が実施。
加工についての知識・技術を深める。

素材の加工技術の修得
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オリジナル作品の制作
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オリジナル作品の制作

文化服装学院
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完成作品

主な使用素材
綿・シルク・ポリエステル
レーヨン・ナイロン・毛

文化・ファッション
テキスタイル研究所

文化ファッション大学院大学

杉野服飾大学
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主な使用素材
綿・シルク・ポリエステル
レーヨン

文化・ファッション
テキスタイル研究所
㈲福田織物、
ケイテー・テクシーノ㈱

主な使用素材
綿・シルク・麻・毛
ポリエステル・ナイロン

文化・ファッション
テキスタイル研究所

名古屋学芸大学大学院・名古屋学芸大学
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主な使用素材
綿

㈲福田織物

名古屋ファッション専門学校

北海道文化服装専門学校
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主な使用素材
綿・毛

文化・ファッション
テキスタイル研究所
㈲福田織物

主な使用素材
綿

㈲福田織物

プロジェクト概要紹介パネル

展示会場における掲示パネル

作品を展示するだけでなく、パネルにてプロジェクトの趣旨目的、概要、
取組内容、協力機関を紹介することで、プロジェクトを深く理解してもらうよう
努めた。
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素材企業紹介パネル

各企業の代表的なテキスタイルと
その説明を記載したパネルを
展示。実際に触れてもらうことで
素材の質の高さを伝えた。

各素材提供企業の特徴を
紹介し、メイドインジャパンの
テキスタイルの質の高さを
伝えた。

展示会場における掲示パネル

学生作品パネル

配布資料

展示会場における掲示パネルとショーにおける配布資料

デザイン画、デザインコンセプト以外にも、素材の理解を深めるために組織図や素材の特徴を
パネルに記載。また、スワッチ（使用生地サンプル）をつけて、来場者が生地を直接さわれるような
工夫を行った。
ショーではパネルを印刷したものを配布。プロジェクト概要、企業紹介、学生作品パネルを掲載し、
手元で見ながらショーを観覧してもらった。
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成果発表 JFW-IFF展示

JFW-IFFとは・・・
JFW インターナショナル・ファッション・フェア。国内最大級のファッションビジネス合同展示会。今回は545社が出展し、
3日間で来場者は2万人を超えた。
本プロジェクトもブースを設け、作品とパネルを展示。アパレル企業関係者に多くの方にご覧いただき、プロジェクト概
要を説明、第三者評価表に記入いただいた。
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成果発表
文化学園（文化服装学院・文化ファッション大学院大学）
IFFTI会期中展示

IFFTIとは・・・
国際ファッション工科大学連盟。2014年1月27日～31日、文化学園にて年次総会が行われ、その会期中に合わせ、
文化学園ホールにて展示・ショーを開催。
多くの海外のファッションスクールの先生方に向けて、発表を行うことができた。
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成果発表
文化学園（文化服装学院・文化ファッション大学院大学）
IFFTI会期中ショー

杉野服飾大学展示
2014年2月8日～10日

・1月11日
名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学 ショー
・2月8日～10日
杉野服飾大学 展示・ショー
・2月15日
名古屋ファッション専門学校 展示
・2月22日
北海道文化服装専門学校 展示
・2月26日・3月1日
文化服装学院 ショー
・3月6日～8日
北海道文化服装専門学校 展示
・日時未定
名古屋学芸大学大学院/名古屋学芸大学 展示

展示・ショースケジュール

全国での展示・ショー

文化服装学院以外の参加校6校でも、展示・ショー形式にてそれぞれ作品を発表。
全国のアパレル関係者、ファッション系の教育関係者に見ていただく機会を設けた。
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0

1

2

3

4

5

4.23

4.38
② この取り組みは、

工夫がみられるか

④ 作品の素材加工に

4.14

このカリキュラムは効果的か

4.58

評価できるか

⑥ 今後のものつくりに活かせる作品はあったか

に対し、期待が持てたか

4.19

⑧ 総合的に今回の作品は

4.41

⑦ 若い学生達の取り組み

③ 素材を活かした
デザインができているか

⑤ Made in Japanを広める上で

4.37

4.48

評価できるか

ほぼ全ての項目において4.0点以上の評価を得る。
フリーコメントでも
『産学協同での取組』
『学生のクリエイティビティ溢れる作品』
『メイドインジャパンのテキスタイル素材』 に対して、非常に高い評価を得る。

⑥ 今後のものつくりに活かせる作品はあったか

3.81

に対し、期待が持てたか

⑦ 若い学生達の取り組み

4.55

評価できるか

⑧ 総合的に今回の作品は

4.33

３．評価 （小数点第3位切り捨て）

３．評価 （小数点第3位切り捨て）

２．所属
アパレル関係 ・・・6
その他 ・・・31
記入無し ・・・117

0

1

2

3

4

5

4.29

4.42

意義があったか

4.30

4.57

工夫がみられるか

④ 作品の素材加工に

4.22

③ 素材を活かした
デザインができているか

評価できるか

② この取り組みは、

このカリキュラムは効果的か

⑤ Made in Japanを広める上で

① 今回の国際会議にこの企画は、

IFFTI（国際ファッション工科大学連盟）年次総会会期中における文化学園での
展示・ショー（2014年1月28日～30日）
１．評価表回収数
154 （海外 41）

第三者評価 評価表結果

２．所属
アパレル関係 ・・・106
繊維関係 ・・・17
アパレル関係・繊維関係（両方に○をされた方）・・・5
教育関係 ・・・1
その他 ・・・41
① 今回の国際会議にこの企画は、
記入無し ・・・33
意義があったか

JFW-IFFにおける展示（2014年1月22日～24日）
１．評価表回収数
203
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1月22日 Fashionsnap.com

掲載記事

1月24日 繊研新聞

2月1日 アパレル工業新聞

掲載記事

2月4日 繊研新聞

JFW-IFFでの展示、文化学園での展示・ショーは成果発表の内容に合わせて、
詳しい事業の内容についてもメディアにても紹介される。
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（5名の委員の評価の平均値を記載）

第三者評価委員会における、本プロジェクトの達成度評価

第三者評価達成度

テキスタイルデザイン
クリエーター

目指す人材像

オリジナル作品の制作

5. 細部にまでこだわった作品を完成させることができる

4. 様々な素材に合わせた縫製方法を理解している

3. デザイン性の高い服種のパターンができる

2. デザイン画をもとに、オリジナルデザインのパターンをおこすことができる

1. 素材を活かしたデザイン画を提案できる

3. 加工技術を応用し、作品に反映することができる

2. さまざまな素材においてそれぞれ効果的な加工ができる

1. さまざまな素材における加工の特長を知る

2. さまざまな素材の組織を分析・理解することができる

1. さまざまな素材の特長を活かしたテキスタイルの開発ができる

3. 布地及びその他の素材、名称、特性について説明できる

2. 組織の仕組みを理解している

1. 様々な素材の特長を理解している

2. 日本の特徴的加工技術・企業を理解している

1. 日本の産地・テキスタイル企業の現状を把握している

評価判定基準

4
3.8
3.8
3.4
3.8
3.2
3.2
4.4
4.6
4.6
4.4
4
3.8
4
4.8

判定

素材や加工を意識した
ものづくりが行われていた

非常に高い技術だった

立体的な作品に仕上がって
いた

デザイン画をよく表現できて
いた

デザインと素材のバランスが
良かった

様々な加工技術が応用されて
いた

理解できていたが、より長期
的なカリキュラムが必要

理解できていたが、より長期
的なカリキュラムが必要

長期的カリキュラム導入が
必要

長期的カリキュラム導入が
必要

長期的カリキュラム導入が
必要

長期的カリキュラム導入が
必要

長期的カリキュラム導入が
必要

長期インターンシップが必要

長期インターンシップが必要

備考欄

素材の加工技術の習得、オリジナル作品の制作については、高い評価を得る。
産地研修、専門知識研修、オリジナル素材開発については、その教育内容の重要性から、
今回のプロジェクトより長期的な研修やインターンシップの必要性が意見としてあがった。

ファッションデザイン
クリエーター

素材の加工技術の修得

オリジナル素材開発

専門知識研修

産地研修

評価項目

5. 非常によくできていた 4. よくできていた 3. ふつう 2. 今後一層努力が必要 1. 学んだことが生かされておらず、学習しなおす必要あり
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メイドインジャパンのテキスタイルの良さを知る
生地の大切さ、加工の難しさを知る
素材の特徴を生かしたデザイン・作品つくりを行う

他校との合同プロジェクトによる、学生間の交流

a.
b.
c.

テキスタイル・ファッションデザインクリエーター育成カリキュラムの
開発・検証
メディア掲載による、全国的なプロジェクトの周知
日本の学生の実力レベルを伝える
海外へのメイドインジャパンの素材の魅力を伝える

当初、成果目標として掲げた、『メイドインジャパンテキスタイルを理解している
クリエーター人材の育成』の重要性を再認識し、カリキュラムの基礎となる
プログラムを開発することができた。
また、展示・ショーによる発表、メディア掲載により、多くのアパレル企業関係者・
教育関係者に本プロジェクトを周知することができた。

2.
3.
4.

1.

成果

素材についての理解とクリエーション力の強化

 プロジェクトの成果

2.

1.

 学生の成果
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専門性127
に基づく業務能力

各素材産地にて素材開発を積極的に行っている企業への研修

産地研修

Lv. 1

各素材の専門家・研究者から知識・技術を習得

専門知識研修

Lv. 2

企業・専門家の協力のもと、素材を開発

オリジナル素材開発

Lv. 3

染色・プリント・後加工などの技術を習得する

素材の加工技術の修得

Lv. 4

素材を最大限に生かしたデザインが出
来、デザイン画に基づきトワル型出し、
縫製が自在にできる

オリジナル作品の制作

Lv. 5

：産地見学・企業見学
：外部特別講師

：テキスタイル生産論
：外部特別講師

：テキスタイル開発論
創作テキスタイル
：テキスタイル・素材
関連

：アパレルテキスタイル
研修
：テキスタイル・素材
関連

：卒業制作・修了研究
クリエイティブデザイン
演習
：クリエイティブデザイン
関連

※ 90分×13コマ ＝1単位

科目
教員

科目
教員

教員

科目

教員

科目

教員

科目

具体的な運営イメージ
（指導教員・対応科目等）

技術等専門性の高度化

※ 学校の立地条件等に合わせ、産地研修や素材開発などについてはオリジナルのカリキュラムを開発
※ 履修期間や学校の環境などに合わせて、学習ユニット・カリキュラムは応用

1単位

学習
ユニット

1単位

学習
ユニット

2単位

学習
ユニット

2単位

学習
ユニット

4単位

学習
ユニット

※ 正規カリキュラムに導入
※ 長期休暇を利用したゼミプログラムとして運営

カリキュラム運営イメージ

※ 各レベルそれぞれ単位取得可能な教育内容を開発
※ 自校で不足しているレベルについては、
他校で履修 → 単位互換
※ 他校で学習ユニット全プログラムを履修
した場合 → 履修証明

他の大学・専門学校等との連携

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
開発カリキュラム成果活用のイメージ

ファッション分野においてグローバルに活躍する中核的専門人材

テキスタイル・
ファッションデザインクリエーター
開発カリキュラムトータル学習ユニット
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丹後産地（京都府）
丹後ちりめんの広幅化（婦人服地）を推進中。
強撚糸使いと紋織り技術が得意。秋冬物の後染めが中心

大阪南部産地（大阪府）
衣料用、産業資材用の白生地の綿織物が定番主
力。細番手のブロード、ポプリンや綿、
合織混紡織物など多品種

今治産地（愛媛）
バスタオル、フェースタオル、
タオルケットなどライセンス
ブランド商品中心の高級タオル産地

筑後・久留米産地（福岡県）
綿織物、久留米餅、綿入りはんてん
の産地。綿入りはんてんの製造は、
全国シェア95％を誇る。和装品、家庭着、服地等

泉州産地（大阪府）
白生地主体（後哂染め加工）
小幅も全国の60％を生産。
綿および綿合繊混紡織物

西脇産地（兵庫県）
先染め綿ギンガムを中心にシャツ地の産地

見附産地（新潟県）
後染め（化合繊）、先染め
（綿主体）のドビー織物。
複合型産地を志向

尾州産地（愛知県）
全国一の毛織物産地。
梳毛紳士、婦人児服地、
紡毛服地を主力に多品種、
少量生産の分業一貫形態

知多産地（愛知県）
ポプリン、ブロードを
主力とした白生地産地。
アパレル、家庭用品、
寝装品用に産業用資材など

栃尾産地（新潟県）
化合繊の中肉地織物が得意。
ダブル幅（後染め）を主体に、
綿中心のシングル幅（先染
め）が混在

参照： 繊維業界検索なび
http://www.seni-search.jp/japan_products.html

三河産地（愛知県）
衣料、資材、寝装、インテリアなど
各種織物、ニット二次製品を扱う総合産地

遠州産地（静岡県）
綿織物を中心に、綿・ポリエステル
混紡織物を含めた総合産地

天龍社産地（静岡県）
４割が別珍・コール天、６割が一般生地織
物を生産。特産の別珍・コール天は全国生
産の95％のシェアを誇る。

富士吉田産地（山梨県）
甲斐絹で知られる裏地、
座布団地、ネクタイ地などに
婦人服他が近年成長

桐生産地（群馬県）
着尺、帯地から戦後婦人服地が成長。
レーヨンを主体にした複合ジャガード織物で後染
め中心に、多種産地が特徴

米沢産地（山形県）
小幅物、和服地の生産は減少傾向で、広
幅服地の産地に変わりつつある。
薄地のレーヨンとの複合ジャガード、
ドビー織物

日本には下記に掲載した産地以外にも60ヶ所以上の産地があり、服飾系学校は、
それぞれの学校に近い産地と協同でカリキュラムを開発・実施。
産地ごとの合同展や展示会にて成果を発表する場を設ける。

湖東産地（滋賀県）
近江上布、近江ちぢみで
知られる高級麻織物
が主体。着尺から婦人服
地、寝装品・インテリアに
転換

北陸産地
福井県、石川県、富山県の
３産地で合繊のポリエステル
長繊維物が主力

日本の主な織物産地

平成25年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」取組成果概要
【クリエイティブ分野（ファッション）職域プロジェクト】
テキスタイルおよびクリエイティブ分野におけるグローバルな人材育成プロジェクト（文化服装学院）
開発カリキュラム全国展開実施の際の主な提携候補織物産地

今後の本プロジェクトの活用においては
長期的なカリキュラム作り・長期インターンシップの実施が
テキスタイル・ファッションデザインクリエーターとしての
グローバルな中核的専門人材育成において、必須となる。

• 産地に赴き、実際に触れる必要性
• 素材についての専門知識強化の必要性

活用と課題
今回のプロジェクトを終えて、見えてきた課題

今回のプロジェクトを進化させたカリキュラムを
全国的に展開するためには、早急な産官学の
連携強化、産学共同プロジェクト実施のための
資金援助が継続的に必要。
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【分科会：高校連携】

テキスタイルおよびクリエイティブ分野における
グローバルな人材育成プロジェクト

文部科学省委託事業
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取り組みの背景・目的

実施体制

江別高等学校、九里学園高等学校、米沢工業高等学校、
小野高等学校、大垣桜高等学校、香椎高等学校、
福岡女子高等学校、必由館高等学校、鹿児島女子高等学校

■代表校： （学）文化学園文化服装学院 生涯学習部
■参加機関：
【高等学校】 7県9校

全国高等学校長協会家庭部会・全国高等学校家庭科教育振興会、
全国高等学校家庭クラブ連盟・一般財団法人家庭クラブ、
全国家庭科教育協会

【団体】

福島県教育センター、埼玉県教育局

【教育委員会等】
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実施の状況と内容

2月 1日（土）11：00～16：00 文化服装学院内

①第1回委員会で提出された意見・実現化に伴う要望
についての検討。
②実施された事例の発表、成果検証。
③次年度の実験実証事業の検討

第2回

①事業概要説明
②各校、団体の立場から現状の確認
③次年度実施する実験実証事業計画について

第1回 10月12日（土）11：00～16：00 文化服装学院内

■検討委員会を組織
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検討委員会で決定された

■「魅力ある授業」

■教員の知識・技術向上

■生徒のモチベーションアップ

中核的人材養成にむけた方針
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目的達成の為の手段

■講師派遣

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線等、ICT技術活用

■産学連携授業

■研修会実施
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－高校の通常授業と連携した内容で、レギュラー授業として組み入れることので
きるプログラム
《専門学校から授業を配信》
⇒Ｈ2２年～実施している先行事例を検証、拡充し実施予定

★ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ICT技術を利用した遠隔授業

－専門性（業界の実情を学ぶ機会等含む）の増強
《専門学校から授業を配信、講師を派遣》
⇒永年、要望に応じ実施している先行事例を検証、拡充し実施予定

★遠隔で・現地で 教員向け研修

【平成２６年度に実施予定の取組み】

⇒新規開拓。専門学校、高校、産業界のネットワークを活用し、模索

★地元企業等産業界との連携による社会的・実践的教育のための
体制構築

－ものづくりの魅力、働くことの楽しさ、大変さ、難しさを講義、
実習、企業・施設見学、先輩の声を通して学ぶ。
《企業等産業界の協力を得て、東京で実施。高校生と教員対象》
⇒Ｈ20年～実施している先行事例を検証、拡充し実施予定

★職業理解推進講座の開催
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文化服装学院が
既に行っている取組み
(先行事例）

平成26年度に実施予定の取組みのベースとなる
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《企業等の協力を得て、東京で実施。》

高校生対象職業理解推進講座

実施年度
平成20年度

平成21年度

平成22年度

回
第一回

第二回

第三回

平成24年度

平成25年度

第五回

第六回

文化服装学院 独自で開催

【参加県】
北海道 青森県 福島県 群馬県 茨城県 栃木県 埼玉県
千葉県 東京都 神奈川県 長野県 静岡県 岐阜県 広島県
佐賀県 長崎県 熊本県 鹿児島県

■第一回～第六回のまとめ■

平成23年度

第四回

文部科学省委託事業
「専修学校・高等学校連携等
職業教育推進プラン」 として実施

実施形態

３４名
４名

７３名
１１０名
６０名

３年生
２年生
１年生

１名

生徒 ３２名
教員
３名
保護者 ２名

生徒 ３３名
教員
７名

４年生（定時制）

２コース設定
２コース実施

２コース設定
２コース実施

生徒
教員

生徒 ６７名
教員
８名

２コース設定
２コース実施
２コース設定
２コース実施

生徒 ５１名
教員
９名

参加者
生徒 ２７名
教員
２名

３コース設定
３コース実施

概要
３コース設定
２コース実施

ものづくりの魅力、働くことの楽しさ、大変さ、難しさを講義、実習、企業・施設見学、先輩の声
を通して学ぶ３日間。保護者、高等学校の承諾を得た上での参加。
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ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線を利用した遠隔授業

H25年～ 福岡県立 香椎高等学校
韓国 安山ﾃﾞｻﾞｲﾝ文化高等学校

H24年

福島県立 小野高等学校
福島県教育センター

H22年～ 岐阜県立 大垣桜高等学校

高校の通常授業と連携した内容を、高校のレギュラー授業として実施
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2011年度

遠隔授業開始

2010年度

2012年度

―日本の素材開発最前線

―素材を知る

―ファッションと素材、素材と産地

・テキスタイルをデザインする～発想の根源を具現化する～

・「素材とデザインの関係、新しい発想の源」

・「映画からみるファッション史
―時代考証の面白さ、デザインソースの見つけ方」
・「ファッションショーにおける演出」

・「ファッションショーができるまで…」

大垣桜高校より、発想を鍛えるための講義 という希望により構成

・「アパレル素材・風合い」―素材を知るって面白い

・「ファッションとテキスタイル2」

・「ファッションとテキスタイル1」

・「プレゼンテーション」

・「デザイニング力を鍛えよう」

大垣桜高校より、国体衣装制作のための講義 という希望により構成

・「ファッションとテキスタイル1・2・3」

―ファッションショーって何なんだ？

―魅力ある自分

年間５回 2年生・3年生対象

・「ファッションコーディネート1・2」

岐阜県庁訪問

＜岐阜県立 大垣桜高等学校＞

2009年10月
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・「素材表現のテクニック ～衣服に使用される生地・素材感をスタイル画で表現」

・「テキスタイルをデザインする～発想の根源を具現化する～」

・「素材とデザインの関係、新しい発想の源」

・ 「ファッションとコミュニケーション」

・「ファッションショーができるまで…」

大垣桜高校より、３年次の卒業作品発表会にむけた、長期的取り組み。

● 教員の成果 ●

● 生徒の成果 ●

・専門的知識・技術の指導力の向上
・分かりやすい授業、興味関心をひく授業の確立
・効果的な学習内容の考案と精選

・基礎技術の定着と深化
・各種検定や資格、及びコンクール実績の向上
・ものの見方や感じ方の変化、課題の完成度の向上
・ファッション産業の流れを総合的に学習
・コミュニケーション能力やリーダー性の向上

～大垣桜高等学校 服飾デザイン科長 柴田幸美先生の報告より～

成果

2013年度
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＜福岡県立 香椎高等学校＞

１１月

１２月

３月

第１回

第２回

第３回

ファッションショーの演出についての工夫

テキスタイルとファッション

デザイン力を鍛えよう
―コンセプトからデザイン発想、ポートフォリオへー

対象：第2学年
目的：平成２６年度のファッションショーの課題解決
課題：①デザインの発想 ②ファッションショーの表現方法
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遠隔授業のよさについての生徒の感想

～香椎高等学校 服飾デザイン科 楢﨑美紀子先生の報告より～

• 普段会えないような先生から直接授業を受けられること。
• 高校にいても文化服装学院の授業が受けられ、福岡県で
は学べないことが学べた。
• 最新の情報を教えてもらえること。
• 個人的には東京とつながっているだけで、わくわくする。
• いつもと違うことをするので、もっと良いアイディアが生ま
れたし、新しい感性をもつことができる。
• プロのデザイナーの先生にデザイン画を見てもらってアド
バイスもいただけたのが嬉しかった。
• 考えの幅が広がった。身の周りだけでなく、広い世界の服
飾の世界を知った。
• 生中継だからその時思ったことをすぐに質問できるし、返
事もすぐ聞けること。
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ファッション
コーディネート2

素材とデザイン

第2回
10／25

第3回
11／28

授業テーマ

ファッション
コーディネート1

程

容

素材の基本とデザインの関係
新しい発想の源泉

「ファッションコーディネートを学ぼう！

内

韓国 安山ﾃﾞｻﾞｲﾝ文化高等学校

第1回
10／18

日
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長年、県や教育委員会、教育センター、先生方の勉強会等からの
要請に応じ実施しています 。
文化服装学院内での実施のほか、講師を現地へ派遣したり、イン
ターネットを利用した遠隔での講義も実施しています。

家庭科教員向け研修
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文化服装学院

※体制イメージ図

評価基準検討委員会
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる
人材像の具体的なｲﾒｰｼﾞの検討
〇 求められる人材像育成のための
評価基準の検討

検討委員会
〇 職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する方向性の
示唆・助言・評価
〇 これからのﾌｧｯｼｮﾝ界に求められる
人材像の検討
〇 ファッション教育における横断的な
教育方法・評価基準の検討

ﾌｧｯｼｮﾝ分野における中核的専門人材養成
産学ｺﾝｿｰｼｱﾑ

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ（ﾌｧｯｼｮﾝ）産学官連携ｺﾝｿｰｼｱﾑ

社会人教育において永続的に必要な知識・技術の成績・管理ｼｽﾃﾑの構築

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

実証委員会
実証授業体制の検討

検討委員会
ｶﾘｷｭﾗﾑの検討
ﾆｰｽﾞ・研究調査
評価指標・体制検討

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝ人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾃｷｽﾀｲﾙおよびｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

職域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

○中国、さらにチャイナプラスワンを意識したモデルカリ
キュラムの 実践
○講義と実践をミックスさせた実践型のカリキュラムを軸
に、ゼミ形式にて開講。また、学生・教員問わず参加
が可能な公開セミナーの実施
○ファッション業界の有識者による第三者評価を実施。
同時に、本プロジェクトへの方向性や課題、発展性など
を抽出し、柔軟にブラッシュアップしていく
○学生への授業感想、要望などを吸い上げ、受講者とし
てのニーズを吸い上げ、モデルカリキュラムに反映させ
る

〇世界的マーケット変化
○中国・韓国をはじめとしたアジア諸国の台頭
○アジアに対するファッションビジネスノウハウの欠如
○国内におけるファッションビジネスの限界
○グローバル人材育成における教育界の取組みは、
他分野と比べて遅れている
○学生のグローバルビジネスに対する関心度は高い

時代に即応した、国際的な人材育成のための
カリキュラム構築が求められている

取組の概要

課題・ニーズ・背景等
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学生の習熟度評価
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ全体の評価

第三者評価委員会

（独）日本貿易振興機構

業界団体

㈲シナジープランニング
㈱繊研新聞社
国際ファッションセンター㈱
㈱三越伊勢丹ホールディングス
㈱宮入

産業団体・企業 など

学校法人文化学園文化服装学院
学校法人文化学園文化学園大学
学校法人ミクニ学園大阪文化服装学院

教育機関

参加・協力機関

三年目：○実践に近いｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○学生・教員を対象とした公開講座の実施

二年目：○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ教育の専門学校調査
○中国上海への市場、教育実態調査

初年度：○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるｶﾘｷｭﾗﾑの開発
○ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽにおける企業ﾆｰｽﾞ調査

日本のファッション教育モデルとしての定着

成果目標

○ 国内におけるファッションビジネスの限界

○ アジアに対するファッションビジネスノウハウの欠如

○ 中国・韓国をはじめとしたアジア諸国の台頭

○ 世界的マーケット変化

V

時代に即応した、国際的な人材育成のための
カリキュラム構築が求められている

○ 学生のグローバルビジネスに対する関心度は高い

○ グローバル人材育成における教育界の取組みは、他分
野と比べて遅れている
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○ 講義と実践をミックスさせた実践型のカリキュラムを軸に、
ゼミ形式にて開講。また、学生・教員問わず参加が可能な
公開セミナーの実施

○ 中国、さらにチャイナプラスワンを意識したモデルカリキュ
ラムの実践

○ 学生への授業感想、要望などを吸い上げ、受講者として
のニーズを吸い上げ、モデルカリキュラムに反映させる

○ ファッション業界の有識者による第三者評価を実施。
同時に、本プロジェクトへの方向性や課題、発展性など
を抽出し、柔軟にブラッシュアップしていく
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日本のファッション教育モデルとしての定着

二年目 ○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ教育の専門学校調査
○ 中国上海への市場、教育実態調査

初年度 ○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽにおけるｶﾘｷｭﾗﾑの開発
○ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽにおける企業ﾆｰｽﾞ調査

三年目 ○ 実践に近いｶﾘｷｭﾗﾑの実証・評価
○学生・教員を対象とした公開講座の実施
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学生たちは、第一線で活躍する経営者
のお話を聞くことで、グローバル
ビジネスの一端に触れることができ、
大変有意義なゼミとなりました。
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ハニーズ（専門店）、ヤギ（商社）、
バロックジャパンリミテッド
（アパレル）、丸久（縫製）、
瀧定大阪（テキスタイル）などの
経営者を講師に迎え、講師のみなさま
には１コマ目で講義をいただき、
２コマ目で質疑とディスカッションを
行いました。

人材像イメージ

グローバルに活躍したいと希望する意欲的な学生

学習システム対象

※

・グローバルビジネスを幅広く展開している企業
⇒担当部署でグローバルなビジネスを推進していける人材
・中小企業のアパレル、流通企業
⇒営業セールス、貿易実務とオールラウンドにグローバルビジネス
を開拓できる人材
・デザイナー・クリエイター企業
⇒デザイナー、クリエイターの実務のサポート役
販売促進、広報、プレゼン、営業から貿易実務まで行える人材
・将来、自らグローバルビジネスを起ち上げたい人材
上記の目標を達成するために、コミュニケーション能力、プレゼンテー
ション能力、交渉力を身につけさせる。

グローバルな環境でビジネスマインドをもって活躍できる
人材育成を目指す

Ex.)
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前年度

前週に講義テーマと
発表テーマを付与
⇓
１コマ目 講義
⇓
２コマ目
グループごとに発表と講評、
ディスカッション
⇓
総評

今年度

受身のカリキュラムから、主体的に参加するカリキュラムへ

1コマ目
講義
⇓
２コマ目
考察（質疑応答など）
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グローバルビジネスにおける
ＯＥＭ

４限

３限

１６

１５

２/１３（木）

～

15:00

13:00

４限

３限

１４

１/２９（水）

４限

１/２２（水）

３限

17:00

～

１３

１２

２/１９（水）

１１

15:30

４限

１２/１７（火）

１０

３限

成 果 発 表 会

戦略として、海外を相手にビジネスをする上で、どうマネジメントするべきかを議論する。

海外でビジネスをするにあたり、どのように戦略を立て、マネジメントするかを学ぶ。

グローバルな
マネジメントを学ぶ②

Workshop
グローバルな
マネジメントを考える②

戦略として、海外を相手にビジネスをする上で、どうマネジメントするべきかを議論する。

海外でビジネスをするにあたり、どのように戦略を立て、マネジメントするかを学ぶ。

※講師の都合により、１月１５日から日程変更

世界のファッションビジネスと話をしよう（公開セミナー）

国際的にビジネスを展開する上で必要となる様々な実務知識を学び、理解を深める。

日本人が弱いとされるプレゼンテーション力を強化し、効果的なビジネス発信をするにはどうすべきか考え、
実践する。

海外で活躍するにあたり、相手を魅了し、ビジネスに繋げていけるプレゼンテーション力を学ぶ。

これまでのＯＥＭの役割と、その進化形であるＯＤＭの課題を探り、今後のビジネスについて考える。

海外におけるＯＥＭの形態と実情を学び、世界を相手にしたファッションビジネスの手法を学ぶ。

Workshop
グローバルな
マネジメントを考える①

グローバルな
マネジメントを学ぶ①

※講師の都合により、休講

国際ビジネスの知識を学ぶ

Workshop
世界を意識した
プレゼンテーション

海外を相手にするための
プレゼンテーション

Workshop
ＯＥＭの役割と課題

Workshop
グローバルビジネスの
戦略を考える③

４限

Workshop
グローバルビジネスの
戦略を考える②

３限

議論した内容を、相手に的確に伝えることを意識したプレゼンテーションを行う。講師による講評などによ
り、さらに理解を深め、効果的なプレゼン方法を身に付ける。

筋の通った論理的な思考のもと、将来グローバルにファッションビジネスをするにはどのようにしたらいい
か議論する。

Workshop
グローバルビジネスの
戦略を考える①

４限

他国を相手にビジネスをする上で、知っておくべき世界の現状を学ぶ。

内容

海外を相手に対等にビジネスをするために必要なロジカルシンキングのトレーニングを行う。

国際ビジネスの現状

講義タイトル

世界のビジネスマンと
同じ土俵で戦うために

４限

３限

４限

１２/１１（水）

１２/４（水）

１１/２７（水）

１１/２２（金）

１１/２０（水）

日時

９

８

７

６

５

４

３

２

１

回
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ファッションデザイナー
久保 嘉男 氏

三菱商事ファッション(株)
営業第三本部第2部
副部長
田中 俊治 氏

瀧定大阪(株)
取締役
瀧 直人 氏

(株)ニレ・アップス
専務取締役
岡田 正美 氏

ファッションディレクター
田島 重則 氏

(株)スナッグー
代表取締役
澤 洋人 氏

(株)スパイス
代表取締役社長
ディレクター
熊田 知由 氏

（独）日本貿易振興機構
ファッション産業課長
荒居 万里子 氏

講師
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講義風景

ディスカッション風景

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ風景

人生が変わる予感がする

○

○

毎回、テーマに基づき発表できたこと
は自分の能力アップにつながった

エキサイティングな講義だった

○
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第三者評価委員会の様子

学生が主体的に取組み、考えてまとめる手法、PDCAサイクル
を回すことで、ビジネスセンスを身につけるというカリキュラム
構成は、意図した通りの成果が上げられた。
課題は、グローバルに活躍する企業が多くないファッション
ビジネス業界での講師の選定が困難なこと。また今後、地域や
地方へのグローバル人材養成のカリキュラムをどのように共
有していくかが検討課題である。

カリキュラムの内容と運用方法については、セミナーを重ねる
ごとに発表内容のレベルの上達が見られた。
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正規
科目

正規
科目

（グローバルビジネスデザイン科等）
159
服飾系専門学校 及び 学科等

正規
科目

正規
科目

義

考

察

小売ビジネスの現状と将来

国際的に活躍するﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

国際化する小売ビジネス

国際化する商社ビジネス

講

義

１単位）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を学ぶ①

商社ビジネスの現状と将来

国際化するﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

国際化するｱﾊﾟﾚﾙ縫製

国際化するｱﾊﾟﾚﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

色彩論
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ論

ﾌｧｯｼｮﾝ商品論

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

Lv.１ ファッションビジネスの基礎知識

ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

日本のアイデンティティ

１単位）
世界を意識した
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

察

国際的に活躍する
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰの条件

ﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
現状と将来

縫製の現状と将来

ｱﾊﾟﾚﾙの現状と将来

考

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える②

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を考える①

連携・
互換

連携・
互換

MD論

服飾文化史

実践（workshop）

世界のﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽと話をしよう（公開ｾﾐﾅｰ）

（学習ユニット

日本とグローバルの違い

義

海外を相手にするための
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

講

（学習ユニット

ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

日本のアイデンティティ

グローバルビジネスの発想

講

OEMの役割と課題

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ
におけるOEM

Lv.2 導入編

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える③

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える②

世界のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝと
同じ土俵で戦うために

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの知識を学ぶ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの
戦略を考える①

実践（workshop）

Lv.3 実践編

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ論

連携・
互換

連携・
互換

義

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽの現状

講

正規
科目

正規
科目

正規
科目

正規
科目

・・・ etc

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

課題：東京の他校に広げることは困難ではないが、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽを講義できる講師の地方での現地調達と、東京からの派遣は容易ではない

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

正規
科目

正規
科目

正規ｶﾘｷｭﾗﾑ

活用：来年度、当校においてスタートする「グローバルビジネスデザイン科」や「グローバルファッションマネジメントコース」との連係を始め、グローバル教育を進めて
いる大学、短大、専門学校へのカリキュラム提案を実施する。また、今後グローバル教育を検討している学校との連携も図り、合わせて地域と地方にも広げる

服飾系大学 及び 学科等
（グローバルファッションマネジメントコース等）
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教材4

ダイバーシティを意識できる マネー
ジャー養成講座

教材3 気付く能力を伸ばす マーケティング入門

教材1

日本人らしさを国際社会に活かす
ビジネスマナー＆コミュニケーション
いざという時に慌てない ITリテラシー・
教材2
パワーアップ講座

教材名

410

283

250

270

410
410

224

（人）

410

（人）

（人）

127

160

140

186

30.98%

39.02%

34.15%

45.37%

（％）

学習者
受講者数
登録数 未受講者数 （1回でも受 受講率
講した人数）

765

1001

1693

1981

6.02

6.26

12.09

10.65

85

95

80

103

20.73%

23.17%

19.51%

25.12%

延べ
修了者数
全登録者内
受講回数 1人当たり （全問クリ
修了率
（関係者を 受講回数 アした人
（達成率）
除いた数）
数）
（人）
（回/人）
（人）
（％）

教材ごとの受講者数、受講率、修了（達成）率

66.93%

59.38%

57.14%

55.38%

（％）

受講済内
修了率
（達成率）
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社員の能力向上

新入社員や若手社員が増え、研修等を実施したりしていますが、若い人達に馴染みのあるパソコン・スマホなどで学習できるeラーニ
ングによって知識を得ることが出来るのに魅力を感じたため参加しようと思いました。それぞれわかっている知識、学習速度も違い
ますので、ちょっとした空き時間や場所を問わず勉強でき、個々のレベルに合わせて勉強してもらうのが目的です。

社員教育をなかなか徹底できない中で特にファッション分野での基礎的講座は非常に興味深く、またネットを活用との事で若い人にも
活用されやすいと考え参画させて頂きました。

●

●

●

実際自分も参加し、どの学習テーマも勉強になりました。ですが、文化服装学院様からのお話だったのと、アパレル業界を活性化させ
ていくというコンセプトなのでしたら、アパレル業界用語、素材の知識、縫製技術などの学習テーマがあっても良かったのではない
か？と思います。

eラーニングは時間や場所を選ばず仕事が忙しい社員には便利な仕組みだと思うが、逆にいつでもどこでも出来るということは優先順
位が後回しになってしまうというデメリットがあるので、受講者の性格によって向き不向きがあるのではないか。日々の業務は部分
的な事が多いので、広い視野で業界全体の事を理解することは大事だと思う。

●

●

教材名
教材1：「日本人らしさを国際社会に活かす ビジネスマナー＆コミュニケーション」（50問）
教材2：「いざという時に慌てない ITリテラシー・パワーアップ講座」（50問）
教材3：「気付く能力を伸ばす マーケティング入門」（25問）
教材4：「ダイバーシティを意識できる マネージャー養成講座」（25問）

回答数
15
5
11
9

回答率
71.43
23.81
52.38
42.86

【設問3 】 今回のeラーニングとして配信された４教材の学習テーマについてお伺いします。 貴社の従業員教育にとって有効・有用な学
習テーマであると評価されたのは、どの教材でしょうか。（いくつでも）

eラーニングのように、短い時間で区切って、どこでも学習できるというのが効率的だと感じた。

●

【設問2】今回のeラーニングの仕組み・教材内容について、また、アパレル中核人材をeラーニングで再教育しアパレル業界を活性化させ
ていくというコンセプトについて、ご意見・ご感想をご記入願います。

ファッション業界の人材教育の発展のため。また、当社社員教育のため。

●

【設問1 】貴社で、今回のeラーニングプロジェクトに「参加しようと思った理由・目的」はどのようなものでしたか。

eラーニング受講後アンケート結果（協力企業の人事担当者） ※回答は一部抜粋
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回答数
10
0
8
3

回答率
47.62
0
38.1
14.29

達成できた。間違って覚えていたことが多数見つかり修正できた。

やはり十分な学習時間がとれなかったという点で達成度は低い。

●

●

普段使用しているマーケティング関連の言葉等の意味、解釈をきっちり知ることができ、間違った使い方、解釈を改めることが出来
たという意見がありましたので、成果はあったと思います。

教える立場の人間が自信を持って教えることができるようになった。

現段階では不明。

●

●

●

社員のやる気がすぐわかる。今後も利用したい。

自分の強み、弱みを客観的に評価されるので、自発的な課題への取組が期待できる。

まずは店長に受講を義務付け、次に一般社員に対象を広げるべきかと思いました。

単なるテストを行うeラーニングではない点が新鮮でした。

任意受講の案内だと、少数の社員しか受講しないことが分かった。

●

●

●

●

●

【設問7】eラーニングプロジェクトに参加してみて、今後の貴社の人材教育に関して、何かヒントになったり、改善すべき点などは見出
せたでしょうか。 また、貴社の教育研修の中で、今後eラーニングを活用していく契機になりそうでしょうか。

報告のタイミングが良くなった。

●

【設問6】ラーニングプロジェクトに参加されたことで、受講者の皆様の業務態度・行動や社内での評価に、何か変化は見られましたで
しょうか。

今後の教育の方法を探ることを目的に試験的にやってみた感想ですが、達成できたと感じています。自社でこれだけものを作成・運
用することは困難なことも解りました。熱心にした人やまったく手を付けなかった人の把握もできました。聞き取りをしてみた印象
は、基本を知らないままで行ってきたことの基本がわかったという意見が多く上がりました。受講中は進展度を話し合う場も見受け
られましたし、完了回数を言い合っている場などを見ることもできました。受講完了の社員は一定の成果があったと思います。

●

【設問5】貴社が「参加しようと思った理由・目的」は、本ｅラーニングプロジェクトで達成されたでしょうか。

項目
a. 達成度を評価するトレーニング型で良いと思った。
b. テスト型で得点が数値で出る方が良いと思った。
c. トレーニング型とテスト型、両方あった方が良い。
d. よく分からない。

【設問4】今回のeラーニングでは、得点を数値評価する「テスト型」ではなく、各教材で配信される設問（50問もしくは25問）をやり
遂げる達成度を評価する「トレーニング型」が採用されましたが、この方式についての貴社のご評価はいかがでしょうか。
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回答数
13
17
17
8

回答率
61.9
80.95
80.95
38.1

回答数
16
10
13
11
13
16
14
11

回答率
76.19
47.62
61.9
52.38
61.9
76.19
66.67
52.38

項目
C1. コミュニケーション力
C2. 気づく力／気配り／気遣い
C3. 聴く力／傾聴力
C4. 突破力
C5. 問題解決力
C6. 営業力
C7. 仕事に対する基本的な心構え
C8. 道徳／人間力
C9. 日本文化／伝統技術
C10. やりがい／生きがい

回答数
17
17
14
13
16
12
13
13
7
8

回答率
80.95
80.95
66.67
61.9
76.19
57.14
61.9
61.9
33.33
38.1

【設問10】 ＜C分野：一般教養／人間力アップ＞ （いくつでも）

項目
B1. コスト感覚
B2. 企画書作成術
B3. 情報の収集／選別／活用法
B4. 物流・流通の仕組み
B5. プレゼンテーション力
B6. クレーム対応術
B7. メンタルヘルス入門
B8. パワハラ／セクハラ

【設問9】 ＜B分野：一般ビジネス実務（初級）＞ （いくつでも）

項目
接客マナー（販売用）
A1.
A2. 一般ビジネスマナー
A3. 社会常識／一般常識
A4. ITリテラシー

＜A分野：社会人の基本マナー・一般常識＞ （いくつでも）

【設問8】今後、eラーニングの学習テーマとしてあった方がよいと思われるものをいくつでも選択してください。
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回答数
16
10
12
11
6
14
14
14
13
12
12
13
14

9
13
13
12
10
10
7
9
12
10

回答数

項目
F1. アパレル起業を考える前の予備知識1 ～コンセプト／起業の心得
F2. アパレル起業を考える前の予備知識 2 ～事業計画／資金調達
F3. アパレル起業を考える前の予備知識 3 ～経営とは

【設問13】 ＜F分野：起業＞ （いくつでも）

項目
E1. ロジカルシンキング
E2. 数字の読み方・考え方
E3. マネジメント入門
E4. マーケティング入門
E5. ビジネスコーチング入門
E6. チーム・ビルディング入門
E7. 貿易実務
E8. 販売心理学
E9. 企画・生産のタイムマネージメント
E10. サプライチェーン（国内外の連携）

【設問12】 ＜E分野：一般ビジネス知識（中級）＞ （いくつでも）

項目
D1. アパレル／ファッション業界用語
D2. バイヤー入門
D3. MD入門
D4. VMD入門
D5. プレス入門
D6. アパレル商品知識
D7. 素材／テキスタイル知識
D8. 縫製技術
D9. 生産工学／生産の背景
D10. カラーセオリー／カラーコ－ディネイト
D11. スタイリング
D12. ファッションの歴史
D13. トレンド／流行予測

【設問11】 ＜D分野：アパレル専門知識＞ （いくつでも）

回答率
42.86
61.9
61.9
57.14
47.62
47.62
33.33
42.86
57.14
47.62

回答率
76.19
47.62
57.14
52.38
28.57
66.67
66.67
66.67
61.9
57.14
57.14
61.9
66.67

9
10
11

回答数

回答率
42.86
47.62
52.38
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ｅラーニングの仕組みをさらに進めていっていただければ、と思う。

弊社は製造から販売までを行っておりますので幅広い年齢の社員がおり、就業時間や休日もまちまちで一斉に教育を受ける機会が
準備出来ませんでした。この点についてはeラーニングの有用性を感じることができました。教育のテーマについては、アパレルに
特化した個別教育と広く基本的な社員教育の２つを実施したいと感じています。所作や美徳などの教育に興味があり取り入れたい
と感じます。

若い人材が育っていってもらうためにもeラーニングは必要だと思いますし、興味を持つ研修テーマで少しでも多くの人が知識を
得てもらえるようになってもらいたいと思います。

●

●

●

【設問14】今後、アパレル中核人材の再教育及び、アパレル業界の活性化策としてのeラーニングの有用性、あるいは、eラーニング以
外でも採り入れた方がよいと思われる教育研修のテーマ／手法について、ご意見を記入願います。
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● 今回のeラーニングは一般的な知識ばかりでつまらなかった。もう少しアパレル知識に特化した問題の方が良い。

● 現在の自分の足りない部分を客観的に見れて、勉強し続けることの大切さを感じました。

● 普段興味があっても時間やお金を掛けるには後回しなってしまう分野について、手軽に始めることができ大変よかった。

(文化服装学院卒業生の受講者）

● 解説にもっと図や写真があるとよりわかりやすいです。

● 繰り返し学習することによって身に付く内容だとわかっていながらも、なかなか時間をとることができずあっという間に
期間が終わってしまいました。いつでもどこでも学習できるということは一見便利なようですが、優先順位が後回しにな
ってしまうというデメリットもあると気が付きました。

● 通常業務では習得することのできない専門的な知識を得ることが出来、想像する力や対応法などを学ぶ良い機会でした。
また、通常行っていることでも設問式で出題されると即答出来ない問題もあり、感覚で覚えていることが自分の中にまだ
まだ落とし込めていないことを再認識しました。日頃からこのような問題に取り組むことで、自分の知識の幅がより広が
るのでこれからも自分が今いる業界のことだけでなく一般常識・ビジネスマナーなどを重点的にどんどん吸収していきた
いです。

● 曖昧なまま聞き流していた言葉の意味を正確に理解できた。自分の弱い分野をグラフで示されることで、客観的に見つめ
直すことができた。

● 自分の都合の良い時間に勉強できる事がとても助かりました。参加させて頂いた事で自分の勉強不足を改めて認識し、今
後の成長に繋げられるきっかけを作れた事に感謝いたします。

● すきま時間で、気軽に勉強出来るのは良かった。ドリル形式だったので繰り返し学べた点は良かったです。興味はあるが
中々勉強できない、どこから手をつけていいか分からない人も多いと思うので、良い教材だと思います。

● 今回、受講してみて客観的に自分を見直す事ができました。今後の仕事に活かしていきたいと思います。

● 自由な時間に自分のペースでできたのはよかったです。繰り返しできる点もよかったです。

(協力企業の受講者）

【設問1 】今回、eラーニングを利用して良かったこと、今回のeラーニングプロジェクトに関してご意見・ご要望・ご感想を
お願いします。

※設問・回答共に一部抜粋

eラーニング受講後アンケート結果（協力企業／文化服装学院卒業生の受講者）
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日本ファッション教育振興協会との情報交換を行い、ファッションビジネス能力検定、パ
ターンメイキング技術検定、ファッション販売能力検定などの評価基準を取り入れてい
く準備が整った。

C

【次年度の実施計画（案）】
今年度の評価基準（A、B、C）を踏まえて、次年度では、A＋B＋Cを融合させて
eラーニング及び未就職者支援を総括した『学び直し教育プログラム』を実施す
る。

【プラットフォーム】
①eラーニング実施による参加企業との人脈形成
②「Fashion Career Link」が完成し、キャリア相談を実施するなど未就職者支
援の基盤構築

ハローワークのジョブカード、中央職業能力開発協会と連携を図り、評価基準の基礎
を取り入れることができた。

B

評価基準
内容
A
昨年度までの講義形態（26社、34名）から実施形態をeラーニングに変えて取り組んだ
ところ、受講者（35社、410名）が大幅に増えた。そこから、eラーニング受講後のアン
ケート結果やeラーニングの受講率や受講回数、修了（達成）率などを判断材料に、教
材に対する企業人のレベルを確認できた。この結果を踏まえ、業界に必要となる基本
テキストが完成した。

【今年度の実績】

平成26年度文部科学省委託事業実施計画（案）
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