
 

ファッション工芸専門課程の教員研修状況 

 

平成 25年度の研修実績 

(対象期間：平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日) 

●企業での研修 ＜専門分野の研修＞ 

 

研修名 宝飾企業の全工程の見学、解説(デザイン、製作、販売、ショールーム) 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 宝飾企業におけるデザイン、製作、検品、販売、ショールーム 

テレビ通販の現場についての解説 

研修成果 デザインから制作、流通までの一連の流れの理解が深まった。 

研修先・講師 株式会社 イマックビーシー 専務取締役 李相天氏 

              取締役 経営管理総括 松田憲明氏 他 

日程 平成 25年 5月 

 

研修名 金属メッキ現場の見学と解説 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 金属メッキについての講義及び、メッキ、塗装現場の見学、解説 

研修成果 金属メッキ、塗装などのジュエリー仕上げ工程の際の注意事項などの理解が深

まった 

研修先・講師 鈴友株式会社 鈴木保利氏 

日程 2013年 7月 

 

研修名 研究企画委員会個別研究 テキスタイル産地・工場の現状について 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 テキスタイル産地、工場見学 

研修成果 山形産地・工場の現状や、各社のものづくりへ信条等を把握でき、個別研究に

おける展示発表や授業へと活用できた  

紡績工程、編立工程などの工場見学により、生産現場の状況を知り工場内の写

真撮影などで、授業で具体的な講義ができる。 

麻糸による編立工程などの工場見学により、生産現場の状況を知り、授業で具

体的な講義ができる。 

緞通製品製造などの工場見学により、生産現場の状況を知り工場内の写真撮影

などで、授業で具体的な講義ができる。 

研修先・講師 佐藤繊維株式会社・株式会社ケンランド・オリエンタルカーペット株式会社 

日程 平成 25年 8月 5日(火)～6日(水) 

 

  



 

研修名 東北芸術工科大学 

対象 一般 

研修内容 大学内施設見学、VOL.6「紅花ルネサンス」 

研修成果 紅花染色方法指導力の向上、紅花栽培方法の習得 

研修講師等 東北芸術工科大学 辻けい氏・柳田哲夫氏 

草木工房 山崎和樹氏、染司 吉岡 吉岡幸雄氏、赤崩山房 山岸幸一氏 

日程 平成 25年 8月 7日(水)、12月 20日(金)、21日(土) 

 

研修名 バルカナイズ製法によるハンドメイキング講習 

対象 スニーカー制作技術指導教員 

研修内容 未加硫ゴムを使用した「スニーカー」の制作技術研修 

研修成果 3年生課題「バルカナイズ製法オリジナル作品」での技術指導向上 

研修先・講師 日進ゴム株式会社 技術開発センター 開発部 課長 原田龍二氏 

日程 平成 25年 8月 8日(木) 

 

研修名 エキゾチックレザーの取り扱いについて 

対象 個人に企業へ依頼 

研修内容 エキゾチックレザーの特徴、縫製の注意点について解説 

研修成果 裁断、縫製する際の注意点などの理解が深まった。 

研修先・講師 株式会社ストック小島 坂本英樹氏 

日程 平成 25年 8月 27日(水) 

 

研修名 製造現場見学 

対象 個人に企業へ依頼 

研修内容 ランドセル製造工程の見学と説明 

研修成果 量産時の作業の仕方や、作業効率を考えた配置(人員、備品)など 

作品制作時の作業効率を考える参考になった。 

研修先・講師 株式会社土屋鞄製造所 井澤次郎氏 

日程 平成 25年 8月 28日(木) 

 

研修名 制帽の製造システムについて 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 ブレード、フェルト帽体を中心に量産製造工程を見学。(ブレードミシンを使用

した縫製、フェルト製のベレー帽の制作、パレード用ハットの製作、ニット縮

絨の小物製品、帽子のクリーニング) 

研修成果 他社との設備の違いや、独自に工夫されている点などを比較することができた。

特に、ファッション性のあるものとは違い、ワンシーズンではなく長期間、毎

日子供たちが被るものであることを考慮した糊の開発や、クリーニング方法の

研究を行っている点から、営利だけではなく、時代とともに企業の果たす役割

の重要性も学ぶことができた。学生にも伝えていきたい。 

研修先・講師 株式会社よこい 

日程 平成 25年 9月 13日(金) 

 



 

研修名 ジュエリー工房見学、解説 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 ジュエリー制作現場の見学と解説 

研修成果 ジュエリー制作工房の現状を知ることができた 

研修先・講師 Bona art studio 中村国雄氏 

日程 平成 25年 9月 

 

研修名 エリット株式会社 2014春夏商品展示会 

対象 バッグバイヤー、関係者 

研修内容 展示会見学 

研修成果 バッグ企業の現状を知ることができた。 

研修先・講師 エリット株式会社 商品部 河井裕介氏 

日程 平成 25年 11月 13日(水)、15日(金) 

 

研修名 株式会社コロンブス工場見学 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 株式会社コロンブス松戸ファクトリー工場見学 

研修成果 靴クリーム・各仕上げ剤の製造工程の把握 

研修先・講師 株式会社コロンブス 

日程 平成 25年 11月 27日(水) 

 

研修名 工房研修 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 金刺繍等を製作している工房にて技術研修を実施 

研修成果 金刺繍の素材やその扱い方や歴史など基本的な知識の習 

平成 25年度 研究企画研究発表にて発表 

研修先・講師 株式会社辻兼商店  辻章氏 

日程 平成 25年 11月 

 

研修名  東京レザーフェア視察 

対象 皮革関係企業 

研修内容 2014秋冬 皮革及び靴副資材、製靴機械展示の見学 

研修成果 皮革及び靴副資材、製靴機械などのトレンド情報収集 

研修講師等 皮革関連企業各社 

日程 平成 25年 12月 5日(木) 

 

研修名  小島染織工業株式会社見学 

対象  個別に企業へ依頼 

研修内容  染職整理加工工場の見学 

研修成果  実際に工場で使用されている染色機、機械織機や仕上げ整理機器の見学ができ

た。商業染色の理解が深められ、授業に反映できる。 

研修先・講師  小島染織工業株式会社 代表取締役 小島秀之氏 

日程  平成 25年 12月 17日(火) 

 



 

研修名 工場見学 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 藍による糸染めから製織・染色まで、一貫した設備の工場のあり方を見学する。 

研修成果 伝統的な建物を生かしつつ、最新の機械を備えた工場を見学でき、工場の現状

を知ることができた。 

研修先・講師 小島染織工業株式会社 小島秀之氏 

日程 平成 25年 12月 19日(木) 

 

研修名 フォーマル分野におけるコサージュについて 

対象 文化服装学院教員 

研修内容 フォーマルに適したデザインとアトリエでの製作方法の見学 

研修成果 授業で行っている染花の技法に留まらず、他のアイテムで使用されている材料

も使用することにより表現方法が豊富になることや、量産には不向きと思って

いた技法も使われており、熟練した技術と感性が必要であることを学んだ。授

業の中にも取り入れていきたい。 

また、春期休暇中、学生がアルバイトを通しアトリエでの体験をさせて頂く事

ができて大変よかった。就職にも結び付けていきたい。 

研修先・講師 株式会社シベール 

日程 平成 26年 1月 15日(水) 

 

研修名 「特別でない、日常の道具をデザインする」講演 

対象 一般 

研修内容 21_21DESIGN SIGHT「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」 

関連プログラム 日本デザイン振興会プレゼンツ講演 

研修成果  シンプルなデザインについての考え方を学んだ。 

研修先・講師 株式会社東芝デザインセンター戦略デザイン推進部主幹 松本博子氏 

プロダクトデザイナー 柴田文江氏 

日程 平成 26年 1月 18日(土) 

 

研修名 国際宝飾展 2014年 見学 

対象 一般 

研修内容 宝飾企業、宝飾関連企業ブース、ジュエリートレンドなどの見学 

研修成果 2015年における、ジュエリートレンドを知ることができた 

研修先・講師 宝飾関連企業各社 

日程 平成 26年 1月 24日 

 

研修名 イギリス NTU レースアーカイブセミナー 

対象 文化学園 教職員 

研修内容 ノッティンガムトレント大学のレース史料コレクションについての講義 

研修成果 ノッティンガムのレース産業の歴史について知ることが出来た。収蔵されてい

る史料の特徴・数、またそれらを活用する事例なども知ることができた。 

研修先・講師 ノッティンガムトレント大学 アマンダ ブリッグズグッド氏 

日程 平成 26年 2月 5日(水) 



 

 

研修名 株式会社 SHINDO ショールーム見学 

対象 個別に企業へ依頼 

研修内容 リボンの種類、生産についての解説と見学 

研修成果 リボンにおけるトレンド性、理解を深めた 

研修先・講師  株式会社 SHINDO 鎌田進氏 

日程 平成 26年 2月 19日(水) 

 

研修名 オペラ舞台における、衣裳とアクセサリーについて 

対象 個別に先方へ依頼 

研修内容 新国立劇場舞台裏について 

研修成果 オペラにおける、衣裳、アクセサリー制作現場及び、劇場裏から客席まで 

舞台現場の現状と今後の問題などを知ることができた。 

研修先・講師 公益財団法人 新国立劇場運営財団 技術部長  伊藤久幸氏 

                 技術部 衣裳チーフ 加藤久子氏 

日程 平成 26年 2月 

 

研修名 ニット帽子の製造工程について 

対象 文化服装学院教員 

研修内容 ニット工場にて、コンピューター編み機を使用した帽子やグッズの製造過程の

見学 

研修成果 帽子業界でもニット製品を扱う場合には、量産性のあるコンピューター編み機

の使用が欠かせない。製品を依頼する際に必要な糸や編地、用語などの専門知

識の説明とともに、実際に編み機を使用した製造過程も見学することができ、

授業に役立つ内容であった。手編みだけではなく、コンピューター編み機の知

識も授業の中に取り入れていきたい。 

研修先・講師 GOOD THREE HOUSE・KNITTING FACTORY 

講師・吉川帽子株式会社 代表取締役社長 高橋理恵氏 

日程 平成 26年 3月 4日(火) 

 

研修名 ISFセミナー 

対象 マーチャンダイジング指導教員 

研修内容 SPAアパレルの PB開発とメイド・イン・ジャパンについて 

研修成果 服飾雑貨 MDトレンド情報 

研修先・講師 BEAMS創造研究所 シニアクリエイティブディレクター 南馬越一義氏 

日程 平成 26年 3月 27日 

 

  



 

●企業以外での研修 ＜専門分野の研修＞ 

 

研修名 糸のデザイン 

対象 一般 

研修内容 様々な素材・技法を用いて創作的な糸を紡ぎ、それを編む・織るなどして、作

品を制作する。 

研修成果 毎回、200gの糸を紡ぎ、マフラー・手袋等の作品制作を行った。また、昨年は、

11月 10日から 16日まで合同で作品展を行った。 

研修講師等 金の羊 吉岡よう子氏 

日程 平成 25年 4月 27日(土)、6月 29日(土)、8月 31日(土)、10月 26日(土) 

平成 26年 3月 22日(土) 

 

研修名 「高田喜佐 ザ・シューズ」展トークイベント「THE SHOES」 

対象 一般 

研修内容  舘鼻氏の経歴・作品について。高田喜佐氏のデザインについて 

研修成果 舘鼻氏の日本に対する考え方、デザインに対する姿勢などを知ることができた。 

研修講師等 舘鼻則孝氏(ファッションデザイナー)、高田邦雄氏(株式会社キサ代表) 

日程 平成 26年年 5月 17日(金) 

 

研修名 イタリアトスカーナタンニンなめし革セミナー 

対象 バッグ・シューズ等の皮革関連企業、学生 

研修内容 イタリアトスカーナ州の皮革産業について 

研修成果 イタリアトスカーナ州の皮革についての理解が深まった。 

研修先・講師 トスカーナ産タンニンなめし協会会長シモーネ・レミ氏 

トスカーナ産タンニンなめし協会理事パオロ・クワーリ氏 

シエナ大学政治社会学・認知社会学部マルチメディア・コミュニケーション研

究所主任マウリツィオ・マジーニ教授 

日程 平成 25年 11月 21日(金) 

 


