
1 

 

【卒業生】2021年度 大学「外部評価アンケート調査」回答 

2021.10.28 

各コースから数名ずつ現在アパレルで活躍している 11 名の卒業生から回答い

ただきました。 

質問回答 

１．自己紹介（業務内容） 

①業務内容: 衣服の企画デザイン 

②業務内容：裏地、芯地、釦、ネームなどの服飾資材、または繊維雑貨等の営業、生産管理 

③業務内容：ビックママではお客様のお洋服や靴、バッグ等のお直しを店頭で受け付け、お

預かりし、お直しを行ってお返しする、お直しコンシェルジュというサービスを行っていま

す。フィッティングアドバイザーは店頭でお客様のお悩みやご要望をお伺いし、お直し内容

のご提案をする受付業務と、お預かりしたお品物を店内で主にミシンを使ってお直しする

お直し業務が主な仕事です。 

④業務内容：ドレス、舞台衣装、レディース服の縫製、パターン、デザイン業務 

⑤業務内容：パターン・仕様書作成、検品、インスタグラム用の写真撮影・編集・投稿 

⑥業務内容：丸編み生地製造/販売、製品製造/販売(OEM) デリバリー/生産管理 

⑦業務内容：帽子、バッグ、ファッション雑貨の商品の企画/デザイン 

     サンプル依頼書作成、検品、展示会時のカタログ作成など 

⑧株式会社 Makers’ デザイナー6 年勤務 

業務内容：・シェア工房の管理 

     ・ワークショプの企画開発、開催 

     ・セミオーダー商品のデザイン、制作 

      ・加工代行サービス（デジタル加工機の使用や革製品の制作など） 

⑨業務内容：接客 

⑩業務内容：既存プロジェクトの管理、新規プロジェクトのディレクションなど。 

ベンチャー企業のため様々な業務を担当 

⑪業務内容：販売員として店頭に立ち接客、コーディネート提案を行う。 

また発注管理や在庫管理 

 

２．大学の授業について 

   ＊役立った授業と内容 

   ＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容につい

ての意見 

   ＊今後必要と思われる授業名と内容 

①＊役立った授業と内容:基礎課程のドレス構成論とモードクリエーションの授業で学ん

だ縫製やパターンの内容は、会社に入ってから自分の企画を提案する上でのサンプル作成
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の際に使える技術を一通り学ことができ役に立った。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見: レディースの服を中心に教わっていたので綺麗なシルエットの服の作り方は多く学

ぶことはできたが、メンズ服などに見られる凝った服のディティールや仕様をもっと学ぶ

機会があるとより良いと思った。 

＊今後必要と思われる授業名と内容: リサーチやデザインに特化した内容の授業が必要

だと私は考えている。卒業後に海外の大学で学んだ経験から、杉野の生徒はデザインに対

するコンセプトの立て方やリサーチからのアプローチの仕方があまり強くないと感じた。

技術的なことを学ぶ授業は多くあるがデザイナーを目指す生徒に向けた感性を刺激して

伸ばす授業をカリキュラムに取り入れる必要が必要だと考えている。 

②＊役立った授業と内容：1，2 年次の基礎課程に行われる縫製やパターン実習が役に立っ

ています。営業という特性上、マネジメント能力、管理能力を求められると考える人が多

いのですが、お客様との会話における、縫製やパターンの知識は非常に大きな武器となっ

ています。卒業後、どのような道に進むかに拘ることなく「モノづくりの基礎」を学ぶこ

とは重要だと感じました。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見：企画～販売までの流れや、プロの市場調査方法（着眼点）、生地、付属の選定方法

など、アパレル企業における具体的な業務内容を職種別に深堀して学べれば良かったと

思いました。学生当時の感覚では、職制による業務内容の違いを細かく理解しておらず、

将来のイメージがつかない時期がありました。 

 アパレルを職制別に学び、将来のビジョンを描けるような知識があれば良いと思います。 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容：アパレル業界のサスティナブルに関する取り組み

について学んでほしいと思います。近年、SDGs 推進により、ファッション業界でも、サ

スティナブルへの関心が非常に高くなっています。現在、日本では年間 35 億枚の服が作

られ、約半数は袖も通さず捨てられています。また、違法労働問題、製造工程における環

境汚染など、さまざまな問題が表面化しています。SDGs を学び、17 の目標に対してどれ

だけ貢献できるかが、アパレル業界の課題となっており、将来に向けて若い世代が学んで

いくべき分野だと思います。 

③＊役立った授業と内容：お直しというサービスの性質上、通常の工場のように同じお品や

新しいお品ばかりをお取り扱いすることはほとんどなく、一点一点、形や縫製方法の異なる

お品物をお預かりすることが殆どなので、服飾造形基礎や、モードクリエーションで学んだ

洋服の構造や縫製の特徴を応用して仕事に活かしています。特にジャケットは、お持ち込み

いただくお品物の中でも割合が比較的多く、バリエーションも豊富なため、学校で学んだ基

本となるパターンや縫製の理解が実践で役に立っていると思います。 

＊授業科目名の内容として不足していた授業内容： 

現在、接客業をしていて個人的にあったら活かせるかもしれないと思うのはコミュニケー

ション能力、対話力を鍛える授業です。選択科目であった、マナー講習のような形式を学ぶ
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科目も社会人として必要だと思うのですが、もう少し実践的なコミュニケーションを鍛え

るような科目があったらうれしいと思いました。 

＊今後必要と思われる授業名と内容：特にありません。 

④ ＊役立った授業と内容：ほとんどが役立っていて大学には大変感謝しております。 

特にＣＡＤパターンメイキングで毎授業 1/2 サンプルを作ったことは大きく成長したと強

く思っております。自分の好みのものだけでなく、デザインにあった素材や縫い方を考察す

る力はかなりの力となりました。あとは素材の授業です。取引先と交渉するうえで素材の知

識は大変重要です。あとは、私の場合舞台衣装なども作っておりますので、服飾史はいまだ

に教科書、ノートを引っ張り出して学び直しています。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容について： 

色々な「式」や色々な学校があるので仕方のないことなのですが、仕事をするうえで知らな

い洋裁言語に遭遇することがありました。「抱かせて縫う」や「いってこい」など。授業内

でそれとなく教わる言葉ももちろんありますが、独特の言語の周知ができる時間が少しで

もあるとありがたいのかもと思いました。 

＊今後必要と思われる授業名と内容：杉野ではだいぶやってるかとおもいますがＣＡＤは

必須です。引けます、というだけでも回ってくる仕事の量や信頼度も違うように思います。 

授業にするまでもないくらい一般的なことになってきそうですが、動画編集などのスキル

も役立ちそうですし、仕事でせざるを得なくなったこともありました。動画は今度色々な場

面で多くの人に知ってもらうための必須スキルとなりそうです。 

⑤＊役立った授業と内容：卒業制作Ⅰ、Ⅱ 

卒業制作の作品を提出期限までに作り上げてきた授業の経験のおかげで、現在の仕事で多

くの型数を正確に仕上げ、確実に納期を守ることができています。また、CAD で 3D を使い

シュミレーションしたことにより、パターンの展開のバランス、ギャザー分量の考え方、感

覚を身に着けることができました。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容について： 

全体的に授業内で仕様書を書く機会が少なかったなと感じました。就職活動での実技試験

や入社後の実務で仕様書（絵型、採寸数値、縫製箇所の図解）を書くことが多いので、授業

でも教えていただきたかったと思いました。特に、付属品や素材名を書くだけでなく、縫製

図の図解を学ぶと就活・入社後の業務で役立つと思います。 

＊今後必要と思われる授業名と内容：インスタグラムを使った宣伝や投稿でフォロワーを

集めるスキルが若手に求められています。フォトショップを使って洋服の皺を消したり、イ

ラストレーターを使ってブランドイメージに合ったレイアウトにしたりなど、洋服の宣伝・

広告で使えるクリエイティブな技術を学べると、企画や宣伝、EC サイトの分野で役立つと

思います。 

⑥＊役立った授業と内容：素材設計論や衣服管理 

 実際に企業に就職し業務を遂行する上で重要であったことは正しい知識を元に 

 製品を設計していく事が必要である。また、最終製品になるまでに多くの工程(工場また 
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は企業)と連携していく中でスムーズなコミュニケーションを図る上でも、素材や仕様に

ついての知識は重要であると感じている。 

 ＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見：素材論や経済学についての講義は不足を感じた。 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容：素材設計論などの衣服を構成するマテリアルにつ

いての知識。 

⑦ ＊役立った授業と内容：1.2 年で習う基礎課程、生地などの種類 

  FPDC でのバッグ帽子の縫製の仕方・AI/PS の PCの授業 

  職人さんへの依頼書、説明など 

  今現在の実務に役に立っています。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容について  

 FPDC ならではのバッグを個人で作る授業 

 もう少し作品を作ってみたかった。自分で縫製するバッグの授業など 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容 

  資格とかがもっととりやすい環境だとより良かったと思います 

  学生の頃はどの資格があって、いつ受けられるとかあまり教えてもらっていなくて自

分で調べるしかなく、今になって学生のころ勉強してとれば良かったと後悔していま

す。 

⑧ ＊役立った授業と内容 

・現在の職で、必須なイラストレーター、フォトショップの講義はかなり為になったと 

 思います。 

・プロダクトコースは主に革を中心とした材料を使用していましたが、金属加工も授業 

 で行えたので、扱える素材の幅が広がったのが良かったです。 

 ＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見 

・ファッションプロダクトデザインの授業で、自由にアイデアを出し、プレゼンをして 

 フィードバックを受けて進める流れは良かったと思います。 

 今思う不足としてはもっと素材についての知識を身につけられればためになるかと思 

 います。今の職業で、商品開発の際にはデザインをするにあたって、素材選びに悩むこ 

 とも多いです。作りたいディティールに対してどの素材が適しているか、その素材はど 

 のように扱うのか、仕立て方や耐久性がどこまであるのか。また、金額的に適してい 

 るのかなど、お金の話は学生の頃はあまり重要かとは思いませんが、素材の希少価値 

 などの知識として知るのはいいかと思います。 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容 

・前述した通り、素材の重要性を感じています。革、生地だけではなく、金物や樹脂 

 など、多くの素材を扱い、知識を身につけられるような授業があると素材に囚われずに

制作にアプローチできるのでいいかと思います。 
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⑨ ＊役立った授業と内容 

 アパレル素材論の授業はとても役立ちました。洋服の素材についてお客様に聞かれるこ

とが多いので、授業で習った素材や名前を的確にお客様にお伝えすることができました。

会社でも素材のテストもあるので勉強しておいてよかったと思います。また、ファッショ

ン販売論は接客をする上で必要なことを学ぶことができ、試験対策にも活用できたので

必修科目にしてもいいのではないかなと思います。 

 ＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見 

 グローバルマネジメント特論Ⅰ・・・ 世界のアパレル会社について詳しく知りたかった

です。グループワークも取り入れて欲しかったです。 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容 

 すぐに活躍できるよう社会人としてのスキルを上昇させるための授業。社会人基礎の応

用など、一般常識の授業があれば良かったなと思います。 

⑩＊役立った授業と内容 

 －ファッションテック論、現代流通論 

  実際に働いている方から話を聞いたりすることで、知らない世界を見ることができる

特にファッションテックは最先端のファッションを知ることができたため。 

  自分にも様々な可能性があることを考えるきっかけになった。 

 －服飾造形応用 

  1 年で基礎を身に着けてから、自分でデザインを考え服作りすると、 

ちょっとした自信に繋がったため 

（その他の授業もどこかで役に立つことを学べたので、たくさんの科目を履修してよかっ

たと思います。） 

 ＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての

意見 

 －1 年生の段階から外部講師（実際ファッション系の会社で働いている方々）の授業があ

ると、早くから働くことへの意欲や興味が湧くと思うので、遠い目で見ると学生にとっ

てプラスになるかもしれない。 

 ＊今後必要と思われる授業名と内容 

 －授業名ではないが、今以上に学年関係なく一緒に授業が受けられると良かった 

（他学年、他コースとの繋がりがもっとあるとよかった） 

⑪＊役立った授業と内容：一年生の服飾造形基礎や衣服材料学は服作りの基礎として服飾

学生であれば知っておかなければならないと思う基礎を勉強できた。卒業後も服がどうや

ってできているかの理解が出来ていることで接客でも活用できていることがある。 

＊授業科目名の内容として不足していて具体的に欲しかった内容や授業内容についての意

見：ショップディスプレイの授業はお店のディスプレイのことを学ぶ授業でしたが、実践的

な事は実際のお店に行ってパワポにまとめるだけで、実際にお店のディスプレイを作って
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みたり、そこでロープレができたら楽しそうだったし、実際に働くようになってから役に立

つなと感じた。 

＊今後必要と思われる授業名と内容：骨格診断、パーソナルカラー診断の資格が取れる授業 

 

３．教育課程の編成と教育方法について 

   ＊教養科目の編成について 

   ＊専門科目の編成について 

   ＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 

   ＊その他の指摘、改善点 

①＊教養科目の編成について 

上級学年で、英語、フランス語などの語学の授業がなくなっているのが気になった。 

＊専門科目の編成について 

モードクリエーションコースの授業にある CAD パターンの授業だが、単位と時間数を増や

すべきだと思う。今の会社に入社するパタンナーは CAD を使える事が前提で採用されてい

るので、もう少し学ぶ機会があるとモードから専門職で就職ができる生徒が増えると考え

ている。 

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 

服飾の大学なので他の大学と比べて一般的な教養科目が少なくなるのは仕方がないが、英

語などの語学は会社に入ってからも必要とされるスキルであり、学んでいることで活躍の

幅は広がるので無くさない方がいいと考えている。 

＊その他の指摘、改善点 

特になし。 

② ＊専門科目の編成について：サスティナブルファッションについての科目があると良

いです。 

 ＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）：プレゼンテーションについての科目や、

その機会は多々があると思いますが、文章で相手に伝える能力も必要だと思います。流行を

リサーチして自己解釈し、文章を構成する能力は、意外と社会人にとって必要な能力だと感

じました。 

 ＊その他の指摘、改善点：なし 

③特にありません。 

④ ＊教養科目の編成について：ここについても大学生として必要なことを学ばせていた

だきました。私はフランス語を選択していたのですが、コスチュームの古い文献など読むの

に基礎知識が役立ちました。あとは化学も、洗濯に関することなども関わっていたので服を

扱うものとして学んでおいてよかったことだと思います。西洋美術、日本美術についても学

んでおいてよかったです。 

 ＊専門科目の編成について：バランス良く、学べたことに感謝しております。基礎課程で

もう少し多くのアイテムを作ってもよいのかなとも思いましたが、思い返してみるとあの
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ペースでも学生にしてはきつく感じたので、あのアイテム数が限界なのかもしれません。。 

 ＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）：色々な科目の課題が重なるととても大変

でしたが、仕事をするとその何倍も大変なことが起きるのでよかったなといまでは思って

おります。時代は変わっていくので、新しいことすぐに取り入れられる柔軟性を身に付けら

れるような雰囲気が学校にもあると良いのかなとも思いました。 

 ＊その他の指摘、改善点：素敵な学校です。是非これからもたくさんの技術者を送りだし

てください。もし可能なら下記のような理由で即戦力が必要になってくるので、授業以外で

作ったものの助言などもしてあげられるなどあったらとても良いのかもと思いました（先

生の負担が大変すぎるのであくまで理想論です） 

⑤ ＊教養科目の編成について：社会人基礎は就活にも役立つので 1 年生でなく 3.4 年生

で履修すればよかったと思いました。 

 ＊専門科目の編成について：インダストリアルパターンコースでしたが、染色やプリント、

ドレスなど他コースの分野にも興味があったため、もっと柔軟に履修できる仕組みがあ

ればと思いました。 

⑥ ＊その他の指摘、改善点：講義系の授業についてはファッション学にもう少し政治・経

済を絡めて欲しい。 

⑦ ＊教養科目の編成について：今はコースが早い段階で選べているのでいいと思います 

＊ 専門科目の編成について：PC の授業の強化。AI/PS/EXCEL は多少使える方が良さそう 

＊ 改善に向けての提言（科目の過不足を含む） 

＊ その他の指摘、改善点：資格とかがもっととりやすい環境だとより良かったと思いま

す。 

⑧３については意見がありません。 

⑨ ＊教養科目の編成について：これまで通りでいいと思います。 

  ＊専門科目の編成について：科目数はこれまで通りでいいと思いますが、似たような内

容の授業がありました。 

  ＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）：授業内容をそれぞれの講師の方と共有

できればいいと思います。 

 ＊その他の指摘、改善点：特にないです。 

⑩＊教養科目の編成について－教養科目と専門科目を組み合わせると更に使える知識に繋

がることが多かったため、組み合わせ方法のサポートや、各科目の大学講師側での授業

内容すりあわせ。（教養で学んだことを専門で活かせるなど）  

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）－ファッションテックが注目されてきてい

るため、テック系の実践の授業があると、学生の可能性がもっと広がると思う（着装シ

ミュレーションツールや 3DCG ソフトの使い方、簡単なプログラミングなど） 

  －有給インターンの充実（大手企業だけではなくベンチャー企業や、その他ファッショ

ン業界以外の企業の紹介） 

＊その他の指摘、改善点－出席管理を徹底や授業態度の管理など 
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→寝ている生徒は授業に入れない、必要以外のスマホ使用は禁止など。 

  やる気のない学生を相手にする必要はないかと。 

－さぼる/適当な学生のサポート重視ではなく、できる/頑張っている学生のサポート

重視。「できる」から安心して放っておくのではなく、「できる」からこそ強みを引き

出すこと 

⑪＊教養科目の編成について：語学に関して英語だけでなく中国語、フランス語と選択肢が

あり充実していると思った。 

＊専門科目の編成について：服のことだけでなく美容や食、様々なジャンルがあり自分の

価値観や世界観が変わるきっかけになる授業が多いと思った。大学４年間で普通なら経

験できない芸術系の授業は貴重。ドローイングや写真表現演習の授業は特に刺激になっ

た。 

＊改善に向けての提言（科目の過不足を含む）：試験の合否の発表のたびに大学に行くの

は正直めんどうくさかった。コロナになりインターネットやマナバでの配信になり、最初

からしてくれればよかったのにと思っていました。あとはもっと外部からの講師の授業

が受けられる機会を増やしてほしかった。毎年来てもらっている企業ではなく新しいこ

とを始めている企業とか有名じゃなくてもいいので新しい視野を広げられる授業が受け

たかった。 

＊その他の指摘、改善点；一年生で受ける Word とか Excel の授業は実際働き始めて特に

使っているので、2、3 年生の選択の授業で応用の授業があると就職してから役に立つ授

業になるかもしれない。 

 

４．入学者受け入れについて 

   ＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

   ＊そのための方策案があればご助言ください。 

①＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

グローバルで柔軟な思考を持った人材が必要だと考えている。アパレルの業界は他業種

に比べてほとんどの企業が時代遅れなシステムや仕事内容を続けていると感じている。

ファストファッション以外の服の需要も減っていく中でファッション業界を衰退させな

いためには、新しい事を受け入れて実行することができる人材を積極的に受け入れて育

てていくことが必要だと考えている。 

＊そのための方策案があればご助言ください。 

そのような志を持った生徒を集めるためには学校のイメージを少しずつ変えていくこと

が必要だと感じている。ファッションが学べる大学というありふれた宣伝以外で、他の服

飾学校とは違った取り組みをしていることをアピールしていく必要があると思う。 

②＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

服が好きであることが第一に、その中でも想像力、観察力があると尚良いです。コロナ禍

においては市場の縮小に伴い、自分で考え、売れる商品を見極めていくことが大切です。
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自由な創作活動とは相反する言葉かもしれませんが、持続可能なビジネスとして、アパレ

ル業界を発展させていく上で重要な考えだと思います。また、中国人実習生や外国語に精

通した人材は必ず必要になってくると思います。今や、日本のアパレル製品のほとんどが

海外製です。現地の工場とのやり取りや、日系アパレルの海外進出において重要な役割を

担っていくと思います。 

＊そのための方策案があればご助言ください。 

  学校を知ってもらうこと、WEB 広告やオープンキャンパスの積極的実施 

③特になし 

④＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

とにかく「好き」という気持ちはどんな技術をも凌駕します。服に情熱を向けられる人です。 

＊そのための方策案があればご助言ください。 

好きなものについてＰＲしてもらうのはいかがでしょうか。 

⑤＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

  ・何より洋服が好きな人材。幅広い分野のブランドに興味がある人。 

  ・発信力やアイデア力がある人などクリエイティブな人材。流行を敏感な人。 

  ・服作りに興味がある人材。根気強く学ぶ意欲がある人。 

⑥ 環境への配慮ができる人材。 

⑦ やる気とアパレルが好きな気持ち。 

⑧・作りたいのか、売りたいのか、管理したいのかなど、入学して何がしたいのか明確な人

材が優先かと思います。 

⑨＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

 コミュニケーション能力が長けている方。 

 洋服が好きな気持ちがあれば充分だと思います。 

 ＊そのための方策案があればご助言ください。 

 グループ面接を取り入れたらいいのではないかなと思います。グループだとコミュニケ

ーション能力が長けているのか分かり易いです。 

⑩ ＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか 

 －視野が広く、様々なことに興味を持つような人、意志が強い人、しっかり目標を決めて

物事に取り組める人 

 ＊そのための方策案があればご助言ください。 

 －入学前の課題など入試の基準を少し厳しくする 

⑪＊今後のアパレルの人材育成に向けてどのような人材を受け入れるべきか：感度の高い

人、新しいものを追いかける力、想像力は大事だと思う。 

 ＊そのための方策案があればご助言ください。：作品提出は必須ではないかなと思います。 

 

５．コロナ禍を受けて今後の人材に必要なこと 

  ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 
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① ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

平均的にできる人より何か特出した才能やスキルを持った人材が求められていくのではと 

考えている。コロナ禍でアパレルの多くが縮小傾向にあるが、その中でも業績が伸びていた

り、そこまでダメージを受けていない所は何かに特化していて代わりがきかない会社が多

いと感じている。私の所属しているブランドで作っているメンズのプリーツ製品の服は、部

屋で過ごすことが多い今のご時世でリラックスしたい場面でも着ることができるし、リモ

ートワークや外出でも着ることのできるしっかりした見た目も兼ね備えているため需要が

増えている。このように平均的ではなく何かに特化した会社や人は常に必要とされ続ける

と私は考えている。 

② ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

市場や置かれている立場を理解し、アイデアを出せる能力。 

または、行動に起こせる人物が必要だと思います。 

③＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

時勢的に社会的にも精神的にも厳しい状況がまだ続いているのであきらめたり投げ出した

りしないことが大切だと感じています。スキルやセンスを持っていても、会社でその能力を

発揮する前に辞めてしまったり、研修半ばで折れてしまっては、学んだことも持っているも

のも活かすことができずもったいないと思うからです。 

④ ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

とにかく柔軟性だと思いました。企業が即戦力を欲して私のようにフリーランスに業務委

託で仕事を依頼する形もコロナ渦でぐっと増えました。何が求められ、自分に何ができるか

考えて、時には固定観念をかえて挑むことも必要な時代になってきました。それには即戦力

が必要で、かなりの数を練習としてこなしていく必要がありあます。アパレルはより厳しい

時代になっていき青田買いをしている余裕がなくなってきます。 

⑤ ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

SNS や EC サイトを使った発信力が若者に求められています。アパレルの B to B もオンライ

ン化が進み、スーパーデリバリーや BASE など EC サイトをうまく運営するために苦労する

社員もいるので、宣伝広告や画像編集、PC 操作に強いと良いと思います。 

⑥ 画像・情報処理技術。服作りの知識よりは情報発信力が必要になると思う。 

⑦ AI.PS.のスキルはもっと付いていた方が重宝されるし、ステップアップがかなり早く

なる 

⑧・ブランドを立ち上げるなど活動する際に SNS での広報や販売サイトの運営などのスキ

ルが必要かと思います。発表の場として展示会方式はこのまま減っていくかと思います。 

卒業制作の発表も口頭発表とは別で専用のサイトや SNS アカウントを作るなどしても良い

かと思います。 

⑨ ＊どのようなスキルが今後必要になるとお考えか 

 私はテレワークではないのですが、本社勤務だとテレワークが多いのでパソコンが使え

るとより良いと思います。パソコンのスキルはテレワークではなくても、店舗のパソコンを
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使うこともあるのである程度の理解は必要だと思います。 

⑩ －マルチタスクな人材：なにか一つだけのことに特化・得意とするだけではなく、プラ

スアルファで自分にしかできないことを見つけ出せる人。視野が広く様々なことに興味

があり柔軟に対応ができる人 

⑪SNS での発信力 

６．その他 

①特になし 

②特になし 

③特になし 

④特になし 

⑤特になし 

⑥特になし 

⑦学生生活であまり真面目な生徒ではありませんでしたが、FPDC の先生方に助けられ、 

 学校を辞めたいという気持ちを全力で止めてくれたことを今すごく感謝しています。 

⑧今後の学校教育に役立てれば幸いです。 

⑨特になし 

⑩－自由に時間を使える大学生活の 4 年間を充実させてあげられるようなサポートが 

大学側からあると、学生としてはすごくありがたいと思います。 

自由すぎてなにをすればよいのかわからない年齢だと思うので、授業外でも相談し 

やすい環境を作り、それぞれ自分に合った方向へ導き出してあげてほしいです。 

⑪特になし  

 


