
B 館

1F B011 【施設展示】生産管理実習室「学校に縫製工場！？（有）文化ソーイング」
（有）文化ソーイングのメンバー達が工場でTシャツを縫製しています。抽選でTシャツをプレゼント！！

4F B044 【入学相談】2・3日 10:00〜17:00／4日 10:00〜15:00
学科選択に悩んでいませんか？入試、就職、学校生活などの質問にお答えします。

B046b 【職員クラブ】茶道部 3日 10：30〜15：00
お気軽にお立ち寄りください。

B095 【カリキュラム展示】
服飾専攻科 技術専攻
高度な技術、知識を取り入れたカリキュラムと
作品展示をご覧ください。

B093 【カリキュラム展示】
服飾専攻科 オートクチュール専攻
Les dix-huit boÎte ―18個の箱たち―
繊細なオートクチュール技術と高級素材を使用した
作品を是非ご覧ください。

9F

B091 【カリキュラム展示】
服装科1・2年
服装科1・2年合同カリキュラム展示です。
服作りへの情熱を是非ご覧ください。

B096 【カリキュラム展示】
Ⅱ部服装科1・2・3年
3年間の服装造形の作品を中心に、
学生の昼間の状況も紹介しています。

B094 【カリキュラム展示】
服飾研究科
大学・短大卒業者対象の1年間の科。
一重スカートから卒業制作までと、学科の
作品をご覧ください。

B092 【カリキュラム展示】
服飾専攻科 デザイン専攻
デザイナー志望の学生達による、個性豊かな
空間・作品をご覧ください。

8F
B081 【カリキュラム展示】

ファッションテキスタイル科1・2・3年
とにかく明るいテキスタイル村♪
安心してください。入ってください♡

B083 【カリキュラム展示】
ファッショングッズ基礎科
帽子、ジュエリー、バッグ、シューズで彩られた空間をご覧
ください。

B084 【カリキュラム展示】
帽子・ジュエリーデザイン科2・3年
制作実演を行っています。
独自の発想で生まれる作品をご覧あれ！！

B085 【カリキュラム展示】
バッグデザイン科2・3年
自由な発想でデザイン・制作したバッグを展示して
います。

B082 【カリキュラム展示】
シューズデザイン科2・3年
シューズに魅せられた者たちがクリエイションした渾身の
靴たち。ブーツからスニーカーまで多数展示しています。

16F

B161 【バザー】エプロン・ニット・婦人服
◎ファッション高度専門士科：1・3年
◎ファッション工科基礎科
◎ニットデザイン科：2・3年

B166 【バザー】婦人服・紳士服
◎ファッション高度専門士科：2年
◎アパレルデザイン科：3年・メンズデザインコース
◎アパレル技術科：2・3年・生産システムコース
◎インダストリアルマーチャンダイジング科：2・3年

B164 【バザー】子供服
◎服装科：2年
◎アパレルデザイン科：2年

B163 【バザー】婦人服
◎服飾研究科
◎服飾専攻科：デザイン専攻／技術専攻／オートクチュール専攻

B165 【バザー】宅配便取扱い
　　　　2・3日 9:30〜12:00

B175 【バザー】刺繍エプロン・刺繍入りバッグ
◎服装科：1年

17F

B171 【バザー】知育玩具・子供ファッション小物
◎ファッション流通科：1年

B172 【バザー】皮革小物・ファッション雑貨
◎ファッションテキスタイル科：１・2・3年	 ◎バッグデザイン科：2・3年
◎ファッショングッズ基礎科	 ◎シューズデザイン科：2・3年
◎帽子・ジュエリーデザイン科：2・3年

B174 【バザー】ファッション小物・生活雑貨
◎グローバルビジネスデザイン科：1・2年
◎ファッション流通科：2年：スタイリストコース／ショップスタイリストコース／ファッションモデルコース／ファッションメイクアップコース
◎ファッション流通専攻科：ファッションディレクター専攻／ファッションメディア専攻
◎流通ビジネス科

11F B111 【施設展示】アパレルCAD「アパレルCADに触れてみよう！」
簡単な操作を体験しませんか？　担当学生が分かりやすく説明します。

B112 【施設展示】情報教育（Windows）グラフィック制作実習
実習室としてオリジナルCGによる制作体験を実施しています。

B116 【施設展示】情報教育（Macintosh）カリキュラム＆グラフィック制作物展示
展示室として学生による参考作品や授業内容を展示しています。

13F
B134 【すみれ会】すみれ市（販売）

企業提供の布地を販売します。

12F

B121 【関連展示】
服装科×ワコール コラボ企画

「見えないからこだわりたい下着のあれこれ」
下着についてのアンケート結果を発表します。
11/3はプチセミナーも開催。お楽しみに！

B125・B126 【カリキュラム展示】
ファッション流通専門課程
各科・コースのカリキュラム
をすべて展示いたします。

グローバルビジネスデザイン科（4年制）
高度専門士の付与がある、独自のカリキュラムを持ったコース。

ファッション流通科（2年制）
1年次にファッション流通の基礎を学び、
2年次は5つの専門分野の中から希望のコースへ進級します。
・ファッション流通科1年
・ファッション流通科2年
スタイリストコース
ショップスタイリストコース
リテールプランニングコース
ファッションモデルコース
ファッションメイクアップコース

ファッション流通専攻科（1年制）
ファッション流通科を卒業した後に進学できる3年次のコース。
ファッションディレクター専攻
ファッションメディア専攻
ストアマネジメント専攻

流通ビジネス科（1年制）
大学・短大卒業者を対象にした1年間で卒業できるコース。

Ⅱ部ファッション流通科（2年制）
ファッション流通の基礎を夜間に学べるコース。

B122 【関連展示】アパレルデザイン科
コラボレーション展示
様々な企業、団体、ブランドとのコラボレーション企画を紹
介しています。
●コラボレーションした企業・団体・ブランド名
東京都産業労働局、文部科学省、なら燈花会の会、
EMODA、銀座三越、BETONES、ORIHIKA

10F
B106 【学友会】文化デザインフェスタ

学友会と有志学生によるクリエーションの祭展！	
個性豊かな展示をご覧ください。

B102 【関連展示】通信教育・オープンカレッジ
通信教育は全国の活動と作品発表を、オープンカレッジは
講座内容と作品を紹介します。

B103 【関連展示】連鎖校協会
「ファッションデザイン画コンクール」
国内外の連鎖校より応募されたデザイン画の、各賞入賞
作品を展示します。

B105 【学友会】学友会展示
学生が中心となり活動している委員会・クラブの展示です。
イージーパンツのワークショップやってます！

B104 【関連展示】コラボレーション展示
―学びの広がり―
国内外のコラボレーション企画で生み出された各課程の
学生作品展示。

7F

B073 【カリキュラム展示】
アパレルデザイン科２・３年メンズデザインコース
最先端TOKYO
都会の光とともに感じるファッションの世界

B072 【カリキュラム展示】
アパレル技術科2・3年・生産システムコース
アパレル業界で即戦力となる為の技術と知識を学ぶ
私達の展示を是非ご覧ください。

B074 【カリキュラム展示】
ファッション工科基礎科
基礎科に入学してからの1年
間を学生作品と共に、楽しく
分かりやすくご案内します。

B071 【カリキュラム展示】
ファッション高度専門士科１・2・3・４年
授業の内容と共に各学年の作品やコラボレー
ション作品を展示しています。

B075 【カリキュラム展示】
インダストリアルマーチャンダイジング科2・3年
ブランド立ち上げ希望者必見！！ 企画から販売までトー
タルな授業内容を大公開。

B076 【カリキュラム展示】
ニットデザイン科2・3年
ニットアパレル業界全ての職
種にたずさわる人材の育成を
目的とする科の展示です。

6F B061 【施設展示】アパレル素材実習室「布の種類」
布の種類を構造的に分類して紹介。ワークショップコーナーもあります。

B063 【施設展示】アパレル染色実習室｢いろいろ染色（そめるって？）｣
様々な染色方法の紹介。見て触れて染色知識UP!	ニードルフェルト体験コーナーあります。

B066 【施設展示】アパレル品質管理実習室「子ども服の安全性」
JIS	L	4129（よいふく）	―付属するひもの要求項目―	関連する法律規制を紹介。

5F B052 【すみれ会】すみれサロン：2・3日 10:00〜17:30／4日 10:00〜15:00
すみれ会員の皆様のカフェサロンです。会員証をお持ちのうえご利用ください。

B055 【施設展示】文化・服装形態機能研究所「バリコレみせます！」
「NHK	Eテレ「バリバラ」主催、はるな愛さんプロデュースのバリアフリーコレクションを紹介します！」

B054 【職員クラブ】書道部・写真部・華道部
お気軽にお立ち寄りください。

A 館

◎講演
　出演：田中里奈 氏
 武智志穂 氏
 村田倫子 氏
◎模擬店
　A館前緑道にて

詳しくは裏面をご覧ください➡

プラザ（野外ステージ）

◎特別公演
◎ライブ
⃝ダンス部
⃝軽音楽部
⃝アフリカ文化研究部
◎コンテスト

詳しくは裏面をご覧ください➡

遠藤記念館前・緑の広場

『RE・TENT』
移動型セレクトショップ

詳しくは裏面をご覧ください➡

新宿文化クイントビル

◎文化学園服飾博物館
―服が語るひと・こと・とき―

詳しくは裏面をご覧ください➡

B 館 以 外 のイベント
詳細は裏面をごらん
ください。➡

バ ザー

 2・3日9：30〜
※売り切れ次第終了と

なります。
カリキュラムの一環として学
生・教職員の協力により、衣
服・ファッション小物などを心
を込めて製作しました。皆様
のお越しをお待ちしています。

◎デジタルテキスタイル演習室
　デジタルプリント体験

詳しくは裏面をご覧ください➡

E 館

◎捺染実習室
　スクリーンプリント体験
◎ファッションリソースセンター
　特別展示
　布地・学生作品・アパレル販売
　施設公開
◎図書館
　特別展示
◎Ⅰ部ファッションショー
◎Ⅰ部ファッションショー
　テキスタイル展示
◎コスチュームギャラリー
　衣装発表会

詳しくは裏面をご覧ください➡

F 館

◎コンピュータニット実習室
　展示・実演
◎SHOP 501
　卒業生ブランド販売

詳しくは裏面をご覧ください➡

H 館

◎Ⅱ部ファッションショー

詳しくは裏面をご覧ください➡

J 館
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TIME TABLE ファッションショーF イベントE その他➡

2 日
MON.

3 日
T U E .

4 日
WED.

E館

G館

I館 H館

C館A館

野外ステージ

プラザ棟

D館

学生食堂／喫茶
学園ショップ

紫苑学生会館F館 遠藤記念館

J館
体育館

新宿文化クイントビル／1・2階
文化学園服飾博物館

正面玄関

緑道

緑の広場
プラザ

模擬店

B館

CAMPUS MAPE・F・H館
E館1階

デジタルテキスタイル演習室「キラキラ !! Lamé&Print」
デジタルプリント＆ラメ素材＆ラメプリント	華麗なるプリントの世界

F館1階
捺染実習室「☆エコバッグ☆プリント体験」
エコバッグにプリントできる!	捺染実習室へLet's	Go!!!

H館／半地階
コンピュータニット実習室「 Knitendo® 」
コンピュータ編機実演中。キノコを見つけるとプレゼントがもらえるかも！？

Ｈ館／１階　
ショップ５０１「ポップアップショップ」
卒業生の7ブランドをファッション流通科２年ショップスタイリストコースの
学生が接客・販売する期間限定ショップがオープン！
●営業時間　［2・3日］	9:30～18:00　［4日］	9:30～15:00

10:00
Ⅰ部ショー

F 11:30
Ⅰ部ショー

F 13:30
Ⅰ部ショー

F 15:00
Ⅰ部ショー

F 16:30
Ⅰ部ショー

F 18:30
Ⅰ部ショー

F

11:00
Ⅱ部ショー

F 13:00
Ⅱ部ショー

F 14:30
Ⅱ部ショー

F 16:00
Ⅱ部ショー

F 17:30
Ⅱ部ショー

F

13：00〜14：00 軽音楽部ライブE

➡ バザー（売切次第終了）

9：30
➡ 展示／模擬店／ファンションショーテキスタイル展示2015 ※模擬店は17：00、テキスタイル展示は19：30まで 18：00
➡ 入学相談 17：00

9：30
➡ 展示／模擬店／ファンションショーテキスタイル展示2015 15：00
➡ 入学相談 15：00

10:00
Ⅰ部ショー

F 11:30
Ⅰ部ショー

F 13:30
Ⅰ部ショー

F 15:00
Ⅰ部ショー

F

11:00
Ⅱ部ショー

F 13:00
Ⅱ部ショー

F 14:30
Ⅱ部ショー

F

13：00〜14：20 ダンス部ライブE

➡ バザー（売切次第終了）

9：30
➡ 展示／模擬店／ファンションショーテキスタイル展示2015 ※模擬店は17：00、テキスタイル展示は19：30まで 18：00
➡ 入学相談 17：00

10:00
Ⅰ部ショー

F 11:30
Ⅰ部ショー

F 13:30
Ⅰ部ショー

F 15:00
Ⅰ部ショー

F 16:30
Ⅰ部ショー

F 18:30
Ⅰ部ショー

F

11:00
Ⅱ部ショー

F 13:00
Ⅱ部ショー

F 14:30
Ⅱ部ショー

F 16:00
Ⅱ部ショー

F 17:30
Ⅱ部ショー

F

13：00〜14：30 バンドじゃないもん！ ミニライブE
14：30〜15：30 ここが似てるんです！ コンテストE

15：30〜16：00 アフリカ文化研究部ダンスライブE
16：00〜17：00 WEAR presents 特別トークショーE

※テキスタイル展示は16：00まで

帷子　和宮着用
（江戸時代末期）

文化学園公開施設

「アール・デコ期のイラストレーター：バルビエを中心に」
アール・デコ期に活躍したイラストレーターが描いたファッションプレートや挿絵本などを展示します。

Ｆ館1階

●開催時間
［2・3日］ 9：30〜17：30　［4日］ 9：30〜15：00
入館料：入場無料

文化学園図書館

文化学園ファッションリソースセンター
●開催時間

［2・3日］ 9：30〜18：00
［ 4 日 ］ 9：30〜15：00
入館は閉館時刻の15分前まで
入場料：無料

内藤ルネ原画展＆ pop-up store
「カワイイ文化の祖」と言われる昭和を代表するマルチクリエイター・内藤ルネ氏の原画展示と雑貨をは
じめとするルネのライセンス商品を展示販売。

Ｆ館地下1階

バザー「リソースマーケット」
布地やサテンリボン、アパレルなどを破格（¥50～）で販売します。また、
学内問わず人気の学生作品販売企画「OEUF（ウフ）」の作品も上記日
時と同期間で開催。

視聴覚講義室

期間中、施設を公開しています。

テキスタイル・映像・コスチューム各資料室

ルネに恋して…内藤ルネ復刻衣装発表会…
10月に伊勢丹新宿本店で開催された「内藤ルネ」展～夢をあきらめない
で～で展示された復刻版衣装。制作を担当した有志学生たち自らがル
ネガールとなっての衣装発表会。

●開催時間
［2・3日］ 10：30／14：00／17：00
［ 4 日 ］ 10：30／14：00

Ｆ館3Ｆ／コスチュームギャラリー

—服が語るひと・こと・とき—
所蔵品の中から着用者、所有者、着用の機会などの由来のわかっ
ているものを厳選、江戸時代後期から昭和時代にかけての衣服を
通して着用者の人となりや服が着られた時代の社会的背景をひも
ときます。初出品となる岡本太郎の手描きの柄のドレスも必見。

新宿文化クイントビル1･2階

●開催時間
［2・3日］ 10：00〜17：30　［4日］ 10：00〜16：30　入館は閉館時刻の30分前まで
入館料：一般￥500／高大生￥300／小中生￥200　※本学学生（学生証を提示）は無料

文化学園服飾博物館

WEAR presents 特別トークショー
特別ゲスト:	田中里奈、武智志穂、村田倫子	氏
日本最大級のファッションコーディネートアプリ『WEAR』と文化服装学院のコラボ企画『BUNKA	
FASHIONISTA	CONTEST』を記念したWEARISTA	3名によるトークショー。
※同イベント内で上記コラボ企画の授賞式も実施

A201

●開催時間
［3日（火・祝）］ 16：00〜17：00（開場15：30 ）

A館20F

講演

野外ステージ

2日（月）
大学   12：00〜12：30（雨天D53）ダンス部ライブ

学院   13：00〜14：00（雨天D70）軽音楽部ライブ

大学   14：00〜16：00（雨天D53）BUNKAの星

3日（火・祝）
大学   10：30〜11：00（雨天D53）コーロ・ヴィオレッタコンサート

大学   11：00〜11：30（雨天D53）リズムサウンズクラブライブ

大学   11：30〜12：00（雨天D53）ダンス部ライブ

外語   12：00〜13：00（雨天D70）国際文化フェスティバル

学院   13：00〜14：30（雨天D70）バンドじゃないもん！ミニライブ

学院   14：30〜15：30（雨天D70）ここが似てるんです！コンテスト

学院   15：30〜16：00（雨天D70）アフリカ文化研究部ダンスライブ

4日（水）
大学   12：00〜12：30（雨天D53）ダンス部ライブ

学院   13：00〜14：20（雨天D70）ダンス部ライブ

プラザ 音楽やダンスのライブ、学生による楽しいイベントなどを開催します。

●営業時間
［2・3日］ 9：30〜17：00　［4日］ 9：30〜15：00

A館前緑道

［バスケットボール部］ ・・・ホットドッグ

［学友会常任委員］ ・・・じゃがバター

［ソフトボール部］ ・・・焼うどん

［写真部］ ・・・フライドポテト

［韓国留学生会］ ・・・トッポギ・チヂミ

［ハイキング部］ ・・・チュロス

［バレーボール部］ ・・・トルネードウインナー

［軽音楽部］ ・・・綿あめ

味に自信あり！ 各店自慢の一品をお楽しみください！

野外ステージ
特別公演

3日（火・祝） 13：00〜14：30

アイドル界のミクストメディア
”バンドじゃないもん！”。人気急上昇中の
彼女たちの楽しいライブをお届けします。

模擬店

田中里奈	氏 村田倫子	氏

ⒸR.S.H/RUNE

photograph	:	Josui	(B.P.B.)

武智志穂	氏

Ⅰ部ファッションショー

FASHION SHOW
& STORE

東京が憧れを指し、郊外が生活（現状）。憧れが現状となった時に生じる感情とは。
●Time Table

［2・3日］ 11：00／13：00／14：30／16：00／17：30
［ 4 日 ］ 11：00／13：00／14：30

J館

Ⅱ部ファッションショー

移動型セレクトショプ

RE・TENT
遠藤記念館前・緑の広場特設テント

リテールプランニングコースの学生による
セレクトショップが10店舗オープンします
●営業時間

［2・3日］ 9：30〜18：00　［4日］ 9：30〜15：00

Ⅰ 部ファッションショー

『テキスタイル展示 2015』
F館ロビー階遠藤記念館入口

文化学園ギャラリー
ファッションショーで使用の素材と、パンフレット原画を展示。
ショーの制作過程をビデオで紹介します。
●展示時間

［2・3日］ 9：30〜19：30　［4日］ 9：30〜16：00

●Time Table
［2・3日］ 10:00／11:30／13：30／15：00／16：30／18：30
［ 4 日 ］ 10:00／11:30／13：30／15：00

F館 遠藤記念館大ホール


