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①企業 ・団体名
'②所在地

フ ァ ッシ ョンデ ザ イ ンルー ム OKU0
柏市
フ ァ ッシ ョン教 育機構

③事業内容
2研 修期 間
9月 1日

(火)〜 9月 15日

(日)(実 働 10日 間)

3志 望理由
洋月
長の製造工 程 を知 り、実際に自らの手 で作 ってみて、洋服の知識 を身につ け ることが、今
回私 のイ ンター ンシ ップでの 目的で した。又、将来働 くうえで、 自分が この職種 に向 い てい る
のか知 りたい と思 い、志望 しま した。
4イ ンター ンシ ップ授業内容
得や、 ビジ ネスマ ナー を身につ け る授業が
授業では、イ ンター ンシップを研修す る上での花ヽ
あ り、毎 回 レポー トの提 出を しました。実際に企業 の方 々が来て くだ さって、 とて も役立 つ貴
重 なお話 を聞 くことが出来 ました。
5,研 修内容

.
パ ター ン作製 (2日 )、モデルを使 つての作製 ドレー ビング (1日 )、生地縫製 (10日 )、ス
タイルデザ イ ン画作成 (2日 )、専 門教科勉強 (2日 )店 舗 でのマーケティ ング (1日 )

6研 修 の成果 と課題
私は、洋服 のことを勉強 したい と思 い、研修 に参加 しました。研修 では、主にスカー ト作 り。
服 の専 門的な知識の勉強 ・デザ イ ンス タイル画 ・マー ケテ イング調査 を体験 しま した。
スカー トは、洋裁 の土 台 となる原型の製図か ら縫製 まで全て一 か ら作 ります。 正確 さが必要
とされ、 ミリ単位 の ミスが即失敗 につ なが ります。私 は研修中、 この経験 を嫌 とい うほ ど味 わ
い ました。なによ り私 は、糸 を針 に通せ ない 。上手 く手縫 い 出来ない ・ミシンのか け方 も知 ら
ない程 の素人 で した。 しか し、その中で洋裁 の難 しさを知ると同時に、完成 させ た と きの喜 び
も強 く感 じる ことが出来 ました。
知識面では、服の色彩関係や カジユアル風 ・モ ダ ン風 といったファッシ ョンイメー ジ、その
他 に もさまざま服の形 (シルエ ッ ト)の 種類や名称 な ど学 びま した。ス タイルデザ イ ン画 では、
自分で作 つてみたい 。
あ った らいい と思 う服 を考 えデザ インするのが 、非常 に面 白か ったです。
もともと、私は絵 を描 くことが好 きだったので、自分が思 い描 く通 りにスラス ラと出来 ました。
私 にとってス タイルデザ イ ン画 はある意味、苦労 な く楽 しめた教科 です。
今 回、初めて体験する ものがほとんどで したが、その 中で も一番新鮮味 を感 じたのは、店舗
に赴 い てのマー ケテ イ ング調査です。普段、消費者 として服 を買 う ときとは視点 を変 えてマー
ケ ター として経営戦略 を考察 しま した。服 を目立 たせ る配置や、販 売員 の上 手 いセールス等、
細か く観察 してい る と新 しい発見 が次 々とみつかつてい きました。
これ ら4つ の教科 を体験 して、改め て洋服 が好 きな ことを実感 しました。 どんな作 業 も夢 中
で取 り組め、飽 きずにや り通す ことが 出来 ました。何 よ り 「
楽 しくやれた」 この気持 ちが大 き
かったです。10日 間 とい う短 い期間で、私 は とて も深みがある貴重 な経験 を した と思 い ます。
これ も奥尾先生 の熱心 な ご指導 のおか げで あ り、大変感謝 して い ます。そ して、今 回の経験 を
無駄 に しない ために も、 自分が好 きな ものを大切 に して、 よ リー層技術 ・知識 を高めて いこ う
と思います。
7お 礼 の言葉
研修先 での先生 の優 しく丁寧な指導や他 の皆様 の温か い声援 は、私 に とて も大 きな ものを与
えて くれ ま した。 ここにいた時間は、何 よ りも大切 な ものにな り、私は強 く成長する ことが 出
来 ま した。全て先生方のおかげです。この先 また何 かお世話 になる ことがあるか もしれ ませ ん。
その時は どうぞ宜 しくお願 いい た しますδ
以上

