所在地

1926年 杉野芳子ドレスメーカー･スクー
ルを東京・芝に創立｡
1957年 杉野学園衣裳博物館開館｡
1964年 杉野学園女子大学家政学部被服
学科を開学｡
2002年 杉野服飾大学服飾学部・服飾学
科に名称変更｡ 男女共学とする｡ 短期
大学部も同様に杉野服飾大学短期大学
部服飾学科と名称変更｡ 杉野服飾大学
新図書館竣工｡
2009年 杉野服飾大学にデザイナー・パ
タンナー養成目的にファッションデザ
イン専攻科を開設｡
2010年 第三者認定評価を受け､ ｢認定｣
の判定を受ける｡
2011年 杉野学園第２校舎SUGINO HALL
竣工｡
2012年 杉野服飾大学大学院造形研究科
造形専攻開設｡
2015年 大学服飾学部服飾学科のカリキュ
ラムを改訂
2018年 大学服飾学部服飾表現学科を新
設予定
創設者の杉野芳子は､ 洋装の普及定着
と服飾技術の修得による女性の自立を目
指し杉野学園を創立しました｡ 日本にお
ける服飾教育の確立とモードの創出に取
り組んだ杉野芳子のパイオニア精神を引
き継ぎ､ 杉野服飾大学では ｢挑戦の精神､
創造する力､ 自立する能力｣ の育成を教
育の基本理念としています｡ この理念の
もと､ 現在および未来の日本のファッショ
ン産業の道を切り拓くチャレンジ精神を
もって､ 芸術性・技術力と文化的教養に
基づいた創造力を養い､ 専門職業人とし
て社会で自立する能力のある人材を送り
出すことを目指しています｡
本学園の建学の精神と展開の理念は､
挑戦 (チャレンジ) の精神､ 創造する力､
自立 (自己実現) する能力の育成であり
ます｡ 21世紀に入った現在､ 日本の服飾
に関する産業と社会はかつてないほど国
際化が進行し､ 素材生産から消費市場に
至る全ての局面でさまざまな課題に直面
しています｡ この状況の中で､ 現在及び
未来の日本のファッション産業の道を切
り拓くチャレンジ精神を持って､ 芸術性・
技術力と文化的教養に基づいた創造力を
養い､ 専門職業人として社会で自立する
能力のある人材を送り出すことが杉野服
飾大学の使命です｡
このような使命を果たすため､ 2015年
度に服飾学科のカリキュラムを刷新し､
新しい教育体制で出発しました｡
服飾学科は入学時にモードテクノロジー

本部・目黒キャンパス 東京都品川区上大崎 4−6−19 (〒141 8652)
電 話：03 (3491) 8152
ＦＡＸ：03 (3491) 8136
日野キャンパス
東京都日野市百草1006番44 (〒191 0033)
電 話：042 (599) 3055
ＦＡＸ：042 (599) 3056

系とファッションビジネス系のどちらか
を選択します｡ どちらの系に所属しても､
初年次では共通にいくつかの服飾造形の
基礎科目とビジネスの基礎科目を必修科
目として履修したうえで､ ２年次から専
門コースに分かれて専門教育科目を履修
します｡
2018年度から新たに服飾表現学科が開
設されます｡ ファッション価値を人々に
伝えるさまざまな表現世界で専門家とし
て活躍する人材を養成する日本で初めて
の教育機関の誕生です｡ 杉野服飾大学に
は､ 皆さんが目標に向かってチャレンジ
し､ 創造力と個性を伸ばす機会と環境が
満ちあふれています｡

１年次の初年度教育課程では､
服づ
くり を通して服飾造形の基本をしっか
りと学びます｡ また､ ファッション・フィー
ルド・リサーチや､ ファッションビジネ
ス概論､ 流通・商業入門などビジネス科
目も充実｡ 全学生が共通して服飾造形と
ファッションビジネスの基礎を学習しま
す｡ ２年次以降の専門教育課程では､ 自
分の目標に合わせた６つの専門コースの
中から１コースを選択｡ デザイン・パター
ン・企画・素材・プロダクトなど､ ファッ
ション業界における造形分野とビジネス
分野の職種に対応した学びを展開してい
きます｡

《モードクリエーションコース》
服飾造形における優れたデザイン能力
と高度な技術を身に付け､ アパレル企業
で実践的に役立つ知識と世界進出を視野
に入れたクリエーターを育成｡ デザイナー
をはじめ､ パタンナー､ マーチャンダイ
ザー・スタイリストなど､ 服飾における
スペシャリストを育成します｡
《インダストリアルパターンコース》
最先端テクノロジーを駆使して人体構
造を工学的に分析｡ パターンカッティン
グの基本的な原理を学ぶことで流行や時
代の変化に左右されない技術力と応用力
を養成し､ 完成度の高い衣服設計ができ
るパタンナーを育てます｡
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《テキスタイルデザインコース》
服飾造形の基本となるテキスタイル
(素材) を追究｡ 繊維を知ることからは
じまり､ 糸の染色､ 織物の制作を通して
斬新で個性的な布をデザイン・設計する
力を養成｡ 自由な発想でテキスタイルデ
ザインができる人材を育てます｡
《ファッションプロダクトデザインコース》
｢身につけるファッションプロダクト｣
をキーワードに､ バッグや帽子､ アクセサ
リー､ その他ファッショングッズのデザイ
ンと制作を行います｡
斬新なアイデアを生み出す発想力と優れ
た造形能力を身につけファッションプロダ
クトの分野で活躍できる人材を育てます｡
《ファッションビジネス・マネジメントコース》
企業とのコラボレーションによる授業
を導入し､ 実社会におけるビジネスモデ
ルをバーチャルで体験｡
プロとしての意識や実践力を高めなが
ら､ ファッション業界で活躍できるビジ
ネスリーダーを育てます｡
《ファッションビジネス・流通イノベー
ションコース》
｢生活者最適｣ の視点からオムニチャ
ネル販売やユビキタス社会といった､ こ
れからのファッションビジネス構築に挑戦・
参加する人材育成を目標としています｡
また､ 卒業後には商学､ 経営系の大学院
進学へのスキルアップも視野に入れます｡
《資格》
・中学校教諭一種免許状 (家庭)
・高等学校教諭一種免許状 (家庭)
・学芸員

ファッション業界における表現の分野
に関する教育を研究する学科として､
2018年４月に新設します｡ １年次は服飾
学科と共通した科目と､ グラフィックデ
ザイン､ 写真表現など新規開講する科目
を設置し､ 表現方法の基礎を学びます｡
２年次以降は衣装表現､ スタイリング､
ビジュアルマーチャンダイジング､ ショー
プロデュース､ 映像・メディア表現の５
つの専攻に分かれてより専門的に学び､
商品と消費者の橋渡しとして､ 重要な
表現 に関する職種につながる学修を
します｡
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本学独自の奨学金制度
【新入生対象奨学金】
・同窓生特別免除制度 (選考料免除)
・杉野学園新入生奨学金 (入学金免除)
・全国ファッションデザインコンテスト奨励金
(入学金免除)
【在学生対象奨学金】
・杉野学園奨学金 (20万円給付)
・杉野学園緊急奨学金 (20万円給付)
・杉野利子補給奨学金 (５万円上限利子補助)
・ 原操 奨学金 (100万給付)

―学生一人ひとりが有意義な学生生活を送れるよう､
さまざまな支援を行っています―
授業サポート
実習授業での課題制作は完成するまで放課後や土曜日､
オフィスアワーなどでサポートします｡
担任制度
クラス担任・副担任制度を設け､ 諸連絡､ アドバイス､
履修などの相談や相談先の紹介をします｡

国境を越えて活躍できるクリエーターの育成を視野に
入れ､ 海外の名門教育機関と提携した国際交流を推進｡
各国への研修旅行をはじめとする教育プログラムを導入
し､ 国際的な感性を身に付けるチャンスを数多く取り入
れています｡
〈主な海外研修先〉
フランス､ イギリス､ ニューヨーク､ ベルギー､ 中国など

医務室・学生相談室
学生の健康維持のために看護師常駐の医務室を設け､
24時間無料で電話健康相談が受けられる杉野学園ヘルス
サポートセンターもあります｡ また､ 学生相談室では専
門のカウンセラーがさまざまな悩みや相談に応じます｡

大学ホームページ：http://www.sugino-fc.ac.jp/
E-mail：kouhou＠sugino.ac.jp

37

