


服育 net 研究所は、服育に関する調査・研究、及び普及・啓発を進めるため設立されました。

誰にとっても身近で毎日必ず着用する衣服は、生活の基本であるだけでなく、

世界の様々な事柄とつながる「着る」以上の可能性を含むものです。

私たちはその衣服の力を一人でも多くの方へ伝え、

服育の輪を広げていきたいと考えています。

服育を通して育まれた衣服を大切にする気持ちや衣服について考える思考は、

豊かなこころを育み、「生きる力」の醸成へとつながっていきます。

■服育に関する調査・研究を行い、衣服の持つ力についてより多くの人へ伝えるべく服育の普及・啓発活動に取り組む。

■服育を通して豊かなこころを育み、生きる力の醸成へとつなげていく。



① 第 7 回服育標語ポスター

テーマ：スクールユニフォーム
応募資格：特になし
応募期間：2016 年 4 月 1 日～ 7 月 15 日
応募総数：2287 通（全国の中学生、高校生）

② バトンバッグ

目的：バッグを通じて、環境（制服の残反を活用）、
　　　福祉（福祉施設でバッグに加工）、教育（子供たちの手でバッグをアップサイクル）、
　　　国際（バッグを海外でエコバッグとして活用）をつなぐ。
応募資格：高等学校、専門学校、大学に在学する学生、生徒
募集人数：約 100 名
参加人数：118 名がバトンバッグの製作に参加。
2016 年度取り組みバッグについては、2017 年度以降にソロモンにて活用予定。

■ソロモンでの活用
2015 年度製作分のバトンバッグを現地の環境教育のために活用。
4 月に環境ポスターコンクールを企画し、その賞品としてバトンバッグを
現地の子供たちへ配布。エコバッグとして活用してもらう。
※この活動は、NPO 法人こども環境活動支援協会が行う、
　 JICA 草の根技術協力事業のソロモン事業の中で行われました。

③ 服育着こなしワークシート

教職員向け研修や情報誌の中で積極的に紹介。
HP 等を通じて多くの問い合わせをいただき配布した。

④ 制服の一生すごろく

教職員向け研修や情報誌の中で積極的に紹介。
HP 等を通じて多くの問い合わせをいただき配布した。

 

*Primary School* 

Year1-Year3 

“NO LITTERING” 

Year4-Year6 

“WASTE SEGREGATION” 

*Secondary School* 

Form1-Form3 

“PLASTIC BOTTLE 
SEGREGATION” 

 

 

 

Primary School Year1-Year6 

Secondary School Form1-Form3 

Students in Honiara 

 

TOP3 Awarded posters from each theme  

Award Certificate 

Display in Public Space 

TOP20 Awarded posters from each theme  

ECO BAGs 
(Which made from remained cloth, which 
could not become the uniform for various 
reasons. Japanese students decorated bags 
with their ideas) 
 

 

 

 
All participants’ work will be sent to 
EWC Eco-Panel Exhibition hold in Japan 

Only one entry will be accepted for 
poster competition 

Copy right of all entries will come under 
Cooperation Committee  

Entrant agree to allow Cooperation 
Committee and Honiara City Council to 
use reproduction at no charge 

 

 

 

 

 

 

Create a poster which reflects the theme 

The size of art work should be A4 or A3 
(join two A4 is also possible)  

Posters must be accompanied by a 
completed entry form 

THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF 
ENTRIES IS FRYDAY, APRIL 8TH 2016 

Artwork and entry form are to be submitted to: 
Honiara Public-Private Cooperation Committee Office, 
Grand floor, Administration Office, Honiara City Council   
Contact: Mr. Oliver or Ms. Natsuko Kishimoto(28295 or 28294) 

2016 年度  活動報告

① 着こなしセミナー、授業

依頼をいただいた全国の学校（小学校・中学校・高校・大学）にて開催。

■主なコンテンツ
・衣服の TPO、オンとオフの違い
・制服の着こなしについて（デザインやカラーについても説明）
・ノンバーバルコミュニケーションについて

② その他

新たな取り組みとして、障害者支援施設での着こなしセミナーを開催。
人と会う時の衣服の選び方ついてデザインやカラーなど説明。
http://www.fukuiku.net/report/student/s-others/3424.html
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リデュース

カーボンとはCO2のこと。最終のカーボンが少ない人がエコで勝利！

　　　　それぞれのエリアでとまったマス目のカーボン数をぬろう。
カーボンの塗り方

あそびかた

サイコロをふって、とまったマス目に書いてある数のカーボン数と
同じ数をワークシートの□にそのエリアの色でぬりつぶそう。
エコチケットのマス目にとまったらエコチケットがもらえるよ。
これはゴールした後、
1枚につき5カーボン返却できるチケットなので
多く持っている方が有利になるよ。
卒業「全員ストップ」では全員がとまり、
その後の人生を決めるサイコロをふろう。
次の順番の時にもう一度サイコロをふり、
先ほど決まった人生のルートを出た目の数だけ進もう。
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制服の一生すごろく
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エコチケット分を引いた数が最終のカーボン数。
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※　  リユース、 　ケミカルリサイクルへ
　進むのは1回のみ。
　二回目の「全員ストップ」で
　もう一度　  か　  が出たら
　サイコロをふり直してね。

出目が
ちょうど

でなくて
も
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OK!

最優秀作品
「フクよ来い　服の着こなし　福を呼ぶ」　
広島県立河内高等学校　1 年生　
野田拓人さん

※最優秀作品をポスター化し、
　全国の希望する学校へ配布しました。



①服育ラボ定期セミナー

日時：8 月 4 日（木）午前の部／ 10:30－12:30　午後の部／ 15:00－17:00
場所：ブリーゼプラザ（大阪市）
テーマ：大人の服育　
　　　　　～「着る」から「装う」へ～
講師：しぎはらひろ子
　　　（服飾専門家、ファッションエデュケーション協会代表理事）

①京都服育研究会

京都版服育標語ポスターを募集、作成。

②愛知服育研究会

■服育発表会を開催
日時： 2016 年 8 月 5 日（金）
場所：東桜会館　1F ギャラリー
テーマ：「被服心理学」で読み解く衣服のメッセージ　
　　　　　～コミュニケーションツールとしての装い～
講師：内藤章江
　　　（お茶の水女子大学　グローバルリーダーシップ研究所　特任講師）

③東京服育研究会

■服育定期セミナーを開催
日時： 2016 年 11 月 11 日（金）16:00－18:00
場所：新宿 NS ビル 30F
テーマ：大人の服育　
　　　　　～「着る」から「装う」へ～
講師：しぎはらひろ子
　　　（服飾専門家、ファッションエデュケーション協会代表理事）
　　　たかぎこういち（ブランドプロデューサー）

④三重服育研究会

■服育シンポジウムを開催
日時： 2016 年 8 月 25 日（木）14:00－16:00
場所：四日市市市民文化会館　第 4 ホール
テーマ：子どもを守り育む服育とは
講演：「身にまとう」ってどういうこと？　
　　　　～子どもの成長と生き方から考える～
　　　暁幼稚園　園長　松永高弘

服育調査報告：子どもたちの衣服に関する調査報告
パネルディスカッション：「子どもをまもり育む服育とは」
　・暁幼稚園　園長／松永高弘
　・元県立高等学校校長、元私立中学校高等学校校長／伊藤博和
　・四日市市立常盤中学校　PTA 会長／市川ゆかり
　・三重県四日市南警察署生活安全課副参事兼北勢少年サポートセンター長／山路智子

T O K Y O  F U K U I K U  S O C I E T Y ’ S  S E M I N A R  f o r  T E A C H E R S

2016 年 11月 11日（金）16：00-18：00
学校・教育関係者 ※その他の方はお問い合わせ下さい
新宿 NSビル 30F （ ルーム3・4 ）
無料

日時

対象

場所

参加費

主催／東京服育研究会

私たちは服育を３つの観点から考えていきます。

環境 健康・安全 社会性

東京服育研究会主催

定期セミナー定期セミナー

55

● 東京服育研究会へ直接お申し込み   Tel. 03-3667-5323〈東京服育研究会事務局 ㈱チクマ〉

● FAXでのお申し込み 03-3667-5333  ●HP各種応募申込み https://www.fukuiku.net/entry.html

 お申込み方法 ※お名前、学校名、ご連絡方法についてお伝えください。

Tel. 03-3610-4131（ 栗原洋服店 ）
Tel. 042-624-1275（ 田中屋 ）
Tel. 047-465-9216（ マルトミ ）

Tel. 0422-21-3711（ ムサシノ ）
Tel. 03-3723-0596（ ユニフォームスタジオ  ） 
Tel. 0422-32-6447（ イシカワ衣料）

●ムサシノ学生服　　●ユニフォームスタジオ　　●イシカワ衣料　　
●栗原洋服店　　●田中屋　　●マルトミ　　●株式会社チクマ キャンパス事業部

http://www.fukuiku.net/ 
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東京都生まれ。デザイン教育の名門、
神奈川県立神奈川工業高校産業デザイ
ン科卒業後、松下通信工業の研究開発
職に就く。22歳でファッション業界に転職
し、ファッションデザイナー、アパレル企業
コンサルティングファームを経て、1983年
ミストグレイ・ファッションプランニングを
設立。シューズブランド「JERRY BEANS」
の立ち上げ、「SHIBUYA109」・「JR東日本
（アトレなど）」・「ベルメゾン」など、ブラン
ド戦略・プロデュース、商品企画、マー
チャンダイザーなどの育成を行う。これま
で8万5000人以上のアパレル販売員・ス
タイリストの服飾指導をしている、【服飾
戦略】の第一人者でもある。近年は、
経営者・政治家・弁護士・医師・作家など、
セルフブランディングで差別化を必要と
する個人への服飾戦略スタイリングを行
っている。ファッションをロジカルに説明
できる服飾専門家として定評があり、
TV・雑誌など各メディアで幅広く活躍中。

 

自分の服装を
見つめ直す
きっかけとして

被服学習の
知識として

制服指導する際の
知識として

7

今回のテーマは「大人の服育」。生徒達から常に見られている先生方
にこそ考えていただきたい服装の大切さについて、ファッション業界の
第一線で活躍し続けるしぎはらひろ子先生より教えていただきます。
自分自身の服装について見つめ直すきっかけとしてはもちろん、
生徒達に服装について話しする際の知識にもなるセミナーです。

16:15 - 17:30

しぎはらひろ子先生が皆様の質問にお答えします。
Q&A16:00- 16:15

17:30- 18:00 先生におすすめの
ファッションコーディネートも
ロジカルな解説でご紹介！
軽快な語りに引き込まれ、
楽しく学べるひと時でしょう。
この機会に是非ご参加下さい！

2016 年度  活動報告
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● 東京服育研究会へ直接お申し込み   Tel. 03-3667-5323〈東京服育研究会事務局 ㈱チクマ〉
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にこそ考えていただきたい服装の大切さについて、ファッション業界の
第一線で活躍し続けるしぎはらひろ子先生より教えていただきます。
自分自身の服装について見つめ直すきっかけとしてはもちろん、
生徒達に服装について話しする際の知識にもなるセミナーです。

16:15 - 17:30

しぎはらひろ子先生が皆様の質問にお答えします。
Q&A16:00- 16:15

17:30- 18:00 先生におすすめの
ファッションコーディネートも
ロジカルな解説でご紹介！
軽快な語りに引き込まれ、
楽しく学べるひと時でしょう。
この機会に是非ご参加下さい！
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標語ポスター
（京都）

服育発表会
（愛知）

シンポジウム
（三重）

定期セミナー
（東京）



① （一社）日本家政学会
　平成28年度被服学関係部会合同セミナー

日時：2016 年 8 月 29 日（月）
テーマ：服育がつなぐヒト・コト・ココロ

② （一社）日本繊維機械学会
　 繊維リサイクル技術研究会 第123回情報交換会

日時：2017 年 3 月 29 日
テーマ：繊維リサイクルと服育　
　　　　　～もっと身近に、もっと楽しく～

①教員のための消費者教育講座（東京）

日時：立川会場／７月２８日（木）１２：３０-１４：３０
　　　飯田橋会場／８月８日（月）１２：３０-１４：３０
主催：東京都消費生活総合センター
後援：東京都教育委員会、東京私立諸島学校協会、（一財）東京私立中学高等学校協会、
　　　（公財）東京都私学財団
参加者：都内の小学校、中学校、高校、特別支援学校の先生、栄養士、部活動の指導にあたる先生など
テーマ：服育で衣服の力を生きる力へ　
　　　　　～環境と着こなしの観点から～

②繊維リサイクルアイデアコンペティション

主催：（一社）日本繊維機械学会　繊維リサイクル技術研究所
公募内容：１．学生服を有効利用する仕組みの提案　
　　　　　２．学生服からできた材料の使い方の提案
　　　　　「学生服のリサイクル」をテーマにしたリサイクルコンペティションに審査員として参加。

① じっきょう 家庭科資料（通巻71号）／実教出版株式会社、3月25日発行

「服育により気づきが広げる子どもたちの世界」

② FHJ（Future Homemakers of Japan）vol.643／（一財）家庭クラブ、7月1日発行

ゼミナール 「『服育』で私たちの暮らしを もっと豊かに もっと楽しく」
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①情報誌「SORA」

隔月発行、主に教育関係者を対象に配布

②情報誌「TAKE」

季刊、主に企業を対象に配布

③メルマガ「fukuiku eｰjournal」

毎月発行

④服育 HP
http://www.fukuiku.net/

⑤服育 facebook
https://www.facebook.com/fukuikuchikuma/

vol.19

答えは次のページの表をご覧ください。

Q.1

Q.3

Q.2

Q.4



服育 net 研究所
株式会社チクマ　キャンパス事業部

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-3-10
tel.06-6222-3531　fax.06-6222-3614　e-mail  fukuiku@fukuiku.net
服育ホームページ http://www.fukuiku.net/


