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!アパレル科Ａ　高校服飾関係以外の学科出身者（未経験者）の
ための学科です。デザインから素材、パターン、縫製までの服作
り全般と、ファッションビジネスなど、ファッションに関する知
識・技術を基礎から順次トータルに学習します。
!アパレル科Ｂ　高校服飾関係の学科出身者（経験者）のための
学科です。すでに身につけた知識や技術をベースに、カラーやデ
ザイン、パターンメーキングやドレーピング、服作りについても、
さらに応用を積み重ね、よりスピーディーに高度なテクニックを
マスターし、プロとして欠かせない能力を育成します。
!両科共通して、２年次からはコンテスト応募やアパレルCAD、
ファッションラボ、インターンシップや企業コラボレーションな
ど、即戦力として働く力を身につけます。

 

!洋裁技術検定、パターンメーキング技術検定、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、ファッション色
彩能力検定

!専門士称号、専門課程服飾准教員、各種学校洋裁正教員
!高等課程服飾教員、専門課程服飾教員

 

旭屋／アダストリア／H.P.FRANCE／アルデックス／イトー
ファッション／エフビー／オルソブルー／オンワード樫山／クロ
スプラス／ケイハヤマ／ケイユニフォームサービス／劇団四季／
興憲／コスモス／サンラリーグループ／ジュニアー／瀧定名古屋
／タキヒヨー／鶴屋ファッション／ティー・エフ・シー／トーワ
／名古屋商事／ナルミヤ・インターナショナル／バーンドア／パ
ワー／ヒロタ／ファイブフォックス／フォルムアイ／プランテー
ション／フリーインターナショナル／ベイクルーズ／マツオイン
ターナショナル／万兵ファッションクリエイト／森本本店／ヤマ
ダヤ／山鶴／UNITED ARROWS／吉村ニット／リオグループ
ホールディングス／リフォーム工房／渡辺商店／ワールドストア
パートナーズ etc.

 

　就職の斡旋／奨学金制度／褒賞制度／全館冷暖房完備／勤労学
生所得税控除／学生割引／駐輪場

学科説明

高
校
卒

服飾関係以外の科

昼間部

服飾関係などの科

アパレル科Ａ１年

アパレル科Ｂ１年

１年次

アパレル科Ａ２年

アパレル科Ｂ２年

２年次

アパレル技術専攻科

ファッションデザイン専攻科

３年次

取得資格と合格状況

卒業後の進路状況－主な就職先（５０音順）（過去３年間卒業生実績）

特典

学校法人　八木学園

愛知文化服装専門学校

〒４６７‐０００２　名古屋市瑞穂区川澄町１‐５

TEL （０５２）８５１‐１１１７㈹　FAX （０５２）８５１‐１１１８

ホームページアドレス　https://aichi-bunka.ac.jp/

Eメールアドレス　fashion@aichi-bunka.ac.jp

　本校は、日本ファッション教育界のトップリーダーである文化
服装学院の全国屈指の連鎖校として、東京本校と密接な連携を保
ち、１９３６年の創立以来、時代と共に変化する産業界の動きに対応
したカリキュラムを組み、基礎力の徹底を第一とする教育方針で、
業界で即戦力として通用する知識・技術を備えた人材を育ててき
ました。こうした本校の教育内容が評価され、１９７８年には、ファッ
ションスペシャリストを育成する本校の職業教育に対し、愛知県
知事より専修学校特色教育認定校に、また、１９８８年には、文部科
学大臣より中部地区で最初の特定研究推進事業協力校に指定され、
３年間にわたり「未来のファッション産業界における人材育成の
ための教育システム開発」について研究し、これを受けて、アパ
レルCADやCGシステムを導入し、教職員・学生が一体となり、
業界に直結した活発な授業を展開しています。
　日本ファッション教育振興協会では、従来の洋裁技術検定に加
えて、ファッションビジネス能力検定、パターンメーキング技術
検定、ファッション販売能力検定、ファッション色彩能力検定試
験が実施されるようになり、アパレル業界も高い関心を寄せてい
ます。本校では、全員合格を目指したカリキュラムで指導してお
り、すべての検定試験で全国でもトップクラスの合格率を誇って
います。
　本校の最大行事はファッションショー。毎年学生たちが実行委
員会を組織し、時代に合わせたテーマを決め、そのプレゼンテー
ションに基づき、出品者は約２カ月全力投球で制作した作品を発
表し、一般来場者のほかアパレル業界の方々や報道関係者など、
観客全員の投票により、最高得票獲得者には愛知文化ファッショ
ン大賞が、上位入賞者には奨学金が授与される褒賞制度があり、
学生の大きな励みになっています。また、毎年、業界紙や東京の

専門学校新聞社が取材に
来名するなど注目度の高
い催しです。
　更に全国各地で開催さ
れるファッションコンテ
ストにも積極的に出品し、
毎年輝かしい栄冠を手に
し、高額な賞金や副賞を
受賞した学生も数多くい
ます。

市バス／市立大学病院下車東へ
徒歩３分

地下鉄桜通線／桜山下車４番出
口より東へ徒歩３分

名古屋鉄道瀬戸線名古屋鉄道瀬戸線名古屋鉄道瀬戸線

大須観音大須観音大須観音

熱田神宮熱田神宮熱田神宮
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至引山

至守山至黒川 至上飯田

至星ヶ丘

至石川橋

至新瑞橋

バンテリンドームナゴヤ
就職状況（２０２３年３月１日現在）

ファッションショー

２０２１年度２０２２年度

５４７３卒業者数

２８３２就職希望者数

２６２９関連分野　 就職者数

２１関連外分野 就職者数

２４３０進学者数

１１５１１８求人会社数

３４０３２６求人人数

アパレル業界に直結したトータルファッション教育

〔理事長〕八木 久子 〔校長〕八木 久子 入学相談係 八木 美由紀

本校の特色

本校への交通機関



34

ファッションデザイン専攻科
（アパレル科卒）

アパレル技術専攻科
（アパレル科卒）

アパレル科Ｃ
（短大・大学卒）

アパレル科Ｂ
（高校服飾関係などの科卒）

アパレル科Ａ
（高校服飾関係以外の科卒）

昼間部

１年１年２年（服飾関係学科卒１年）２年２年

２５名２５名１３名２０名３０名

２０２３年１０月２日～２０２４年２月２２日

服飾に興味を持ち、将来プロとして活躍する意欲があると認められる者。大学関係者の推薦者全般的に成績優秀で、出身高等学校長の推薦者

調査書と課題作文（８００字程度）による書類選考。（男子及び特に必要と認めた場合は面接を実施）。

１５,０００円

２０名２０名２名（２年次２名）５名１０名

専願専願専願専願専願

２０２３年１０月２日～２０２４年３月１４日

原則として、学習成績概評２.７以上の者。推薦入学の選考方法に準じます。

２０,０００円

無無有（専・６／１!～・募集定員の６０％）有（専・６／１!～・募集定員の６０％）有（専・６／１!～・募集定員の６０％）

１２０時間６０時間８０時間８０時間８０時間

８８０時間９４０時間８２４時間８２４時間８２４時間

専門科目に含まれています。

２７時間（週５日制）２７時間（週５日制）２７時間（週５日制）２７時間（週５日制）２７時間（週５日制）

２３０,０００円２３０,０００円２３０,０００円（※２００,０００円）※２００,０００円は推薦・AO出願で合格された方の金額です。

６２０,０００円（分割納入可）６２０,０００円（分割納入可）６２０,０００円（分割納入可）６２０,０００円（分割納入可）６２０,０００円（分割納入可）

２４０,０００円（　　〃　　）２４０,０００円（　　〃　　）２４０,０００円（　　〃　　）２４０,０００円（　　〃　　）２４０,０００円（　　〃　　）

３５,０００円３５,０００円（１年）２５,０００円（２年）３５,０００円（１年）２５,０００円（２年）３５,０００円（１年）２５,０００円（２年）３５,０００円

４０,０００円４０,０００円（１年）１５０,０００円（２年）５０,０００円（１年）１５０,０００円（２年）５０,０００円（１年）１５０,０００円（２年）５０,０００円

１７名（常勤　１０名　非常勤　７名）教　　員　　数１９３６年５月８日創立

［２０２２年度］　１２８名（男子　９名　　女子 １１９名）
在籍学生総数

１９７８年３月３１日認可

［２０２１年度］　１１７名（男子　１１名　　女子 １０６名）学校法人　八木学園法人名称

１,７９５㎡校舎面積服飾・家政専門課程課程名

鉄骨４階建建物の構造１９３６年“限りない愛と豊かな知性”をモットーに、
服飾教育を通しての人材育成を理念に開校して以来
８５年、高度情報化時代を迎え、ますます多様化・専
門化する産業界に対応して、アパレルCADやCGなど
を導入するなど、服装の総合的な知識技術とそれを
十分に生かすことのできる感性豊かなスペシャリス
トの育成に全力を傾注しています。

建学の精神（沿革）
教育方針

無寮

全教室冷暖房。実習機器（ミシン、アイロン、ボディ、ア
パレルCAD、CG、全身鏡等）、視聴覚機器（投映型フルカ
ラープロジェクター、ビデオプロジェクター、スライド等）

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

学科・コース名
（昼・夜）

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!日本学生支援機構奨学金制度
!愛知文化奨学金制度
　学費貸与制度。在学生は、クラス担任の推薦に
より１年の後期分から適用されます。

!中日新聞奨学生制度
!高等教育の修学支援新制度
　詳しくは、本校にお問い合わせください。

就職説明会・就職セミナー・企業研修・会社見学
東京・文化服装学院（講習会・ファッションショー）
国内研修旅行、美術・歴史展鑑賞
創立記念ファッションショー
校内コンテスト（デザイン画・商品企画）
文化連鎖校ファッション研修会

在学生には、就職説明会を開催し、その後会社見学
やインターンシップ、産業界の方からの実地指導、
卒業生からの体験談を聞く機会、外部講師による
メイク講座などを設けています。担任・就職担当
が個人面談を行い、一人ひとりの希望と適性を考
慮して、既習の専門技術を生かした職場に全員が
就職ができるように、きめ細かに指導しています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●創立８７周年記念ファッションショー　１０/２１!　場所：日本特殊陶業市民会館　ビレッジホール
●サマーセミナー　８/１!・８/２６!　１０：００～１３：００　内容：ファッションアイテム製作・学校説明・個別相談
●オープンキャンパス　２/３!　１０：００～１２：００　内容：学生企画ショップ見学・学校説明・個別相談
●体　験　入　学　５/２７!・６/１０!・７/８!・１１/１１!・３/２２!　１０：００～１２：００　内容：体験授業（雑貨製作・デザイン・パターン）・学校説明・個別相談
●授　業　見　学　４/２９（土・祝）・９/２３（土・祝）　１０：００～１２：００　内容：授業見学・学校説明・個別相談
●平日個別学校見学　１０：００～１５：５０　※休日以外でしたらいつでもご案内いたします。
　授業をご覧頂き、ご質問にもお答えいたします。希望者対象にプチ体験（ファッションデザイン・パターンメーキング）も実施しています。

!トピックス!　「装苑賞」第９０回装苑賞（グランプリ）獲得　副賞：賞金１００万円・パリ留学
“ファッションデザイナーの登竜門”と称される日本で最も歴史と権威のある「装苑賞」で、第８０回から１７年で１５回２９名が一次審査を通過し、最終審査会に
１０回１４名が出品、第９０回では装苑賞（グランプリ）を獲得、その他上位入賞５回（第８１回佳作１位（準グランプリ）／８２・８３・８６回ルームス賞／８４回イト
キン賞）という快挙を達成。９２回でギャラリー賞１位、９３回で装苑読者投票１位を獲得しました。また、第２２回YKKファスニングアワード・ファッション
グッズ部門でYKK特別賞、FASHION FRONTIER PROGRAM２０２２グランプリを獲得しています。

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

家政
分野


