
（一社）日本家政学会平成28年度被服学関係部会
合同夏季セミナー参加申込のご案内

合同夏季セミナー実行委員長　牛腸ヒロミ

　（一社）日本家政学会平成₂₈年度被服学関係部会合同夏季セミナーは，下記の通り実践女子大学渋谷
キャンパスで開催されます．会員の皆様には奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます．

　テーマ：生活の質的向上を目指す家政学の世界
　　　　　―被服整理学・染色学，被服材料学，被服心理学の立場から―

　開催日：平成₂₈年 ₈ 月₂₉日（月）～ ₈月₃₁日（水）の ₃日間

　会　場：実践女子大学　創立₁₂₀周年記念館（渋谷キャンパス）

　日　程：次頁をご覧ください

　参加費等：

※全体講演会のみ参加される場合は，参加費は無料です．

参加申込方法：学会誌 ₆～ ₇月号に同封されている払込取扱票に必要事項を記入し費用を振り込むこと
で申し込みとなります．事前申込み受付期間は， ₆月₂₀日～ ₇月₃₀日です．
見学会の参加申込は ₆月₂₀日から日本家政学会ホームページで受け付けます．
http://www.jshe.jp/ からお申込みください．

参加費 正会員 ₈,₀₀₀円（ ₂日間），₅,₀₀₀円（ ₁日のみ）
学生会員 ₃,₀₀₀円（ ₂日間），₂,₀₀₀円（ ₁日のみ）
非会員 ₁₀,₀₀₀円（ ₂日間），₆,₀₀₀円（ ₁日のみ）

全体情報交換会参加費 ₂,₀₀₀円

見学会参加費 コース ₁ ₈,₀₀₀円 定員₁₅名
テキスタイルツアー
　株式会社 布　テキスタイルデザイナー，東京造形大学教授
　須藤玲子氏
マンダリン オリエンタル 東京
₃₈F　オリエンタルラウンジ　アフタヌーンティー付

コース ₂ ₅,₀₀₀円 定員₄₀名
「織り」の可能性を探る　文化・ファッションテキスタイル研
究所とホットマン（株）の工場見学
新宿より往復バス
昼食付き

コース ₃ ₅,₀₀₀円 定員₁₄名
染めの街散策と型染め体験
昼食付き

コース ₄ ₄,₀₀₀円 定員₃₀名
渋谷₁₀₉総支配人小西郁良氏による講演と店舗見学ツアー
昼食付き



平成28年度被服学関係部会合同夏季セミナープログラム
被服整理学部会 被服材料学部会 被服心理学部会

8 月29日（月）
₁₂：₃₀～ 総合受付
₁₃：₂₀～₁₃：₂₅ 開会挨拶 開会挨拶 開会挨拶
部会企画講演会

₁₃：₂₅～₁₄：₂₅

日本と海外の衣料用洗剤のトレ
ンド
　　ライオン株式会社
　　ファブリックケア研究所
　　　　大野　龍氏

綿素材の特徴を生かした機能加工

富士紡ホールディングス株式
会社

　　　　阿部　哲氏

好かれる人とは何か？～心理学
と美容事情から考える～

美容ライター・ビューティー
プランナー

　　　　梅野利奈氏

₁₄：₂₅～₁₅：₂₅

ドライクリーニングの現状報告
全国クリーニング生活衛生同業組
合連合会
　　クリーニング総合研究所
　　　　小野雅啓氏

日本の衣料品のリサイクルの現
状とその課題

　　京都工芸繊維大学
　　　　木村照夫氏 

最新ファッション動向と消費者
心理

　　株式会社幻冬舎
　　　　片山裕美氏 

₁₅：₂₅～₁₅：₄₅ 休憩（コーヒーブレイク）

₁₅：₄₅～₁₆：₄₅

染色・仕上げ加工におけるファ
インバブルの利用
　　東京都立産業技術研究センター
　　多摩テクノプラザ
　　　　榎本一郎氏　

被服科学の過去から現在，未来
へ向けて

　　実践女子大学
　　　　城島栄一郎氏

「ISO/TC₁₃₃について」―衣服サイ
ズ表記および₃D　CADの動向―

　
　　日本アパレル工業技術研究会
　　　　知久幹夫氏

₁₆：₅₀～₁₇：₅₀ 服育がつなぐ ヒト・コト・ココロ
株式会社チクマ　服育 net研究所　有吉直美氏

8 月30日（火）
公開講演会
₉：₃₀～₁₀：₀₀ 都市のインテリア　～居続けたくなるキャンパスを目指して～ 実践女子大学　高田典夫氏
₁₀：₁₀～₁₁：₀₀ 食の変貌と家政学との係り 実践女子大学　田島　眞氏
₁₁：₁₀～₁₂：₀₀ 超高齢社会における家政学を住居学を通して考える 和洋女子大学　中島明子氏
₁₂：₁₀～₁₃：₃₀ 全体情報交換会　
₁₃：₃₀～₁₄：₀₀ 被服整理学部会総会 被服材料学部会総会 被服心理学部会総会
若手講演会

₁₄：₀₀～₁₄：₃₀

酵素の繊維染色加工への応用

　　和洋女子大学
　　　　長嶋直子氏　

黒色織物の視覚的風合いに関す
る客観的評価方法
　　信州大学
　　　　丸　弘樹氏

日本人の“衣服における季節感
表現”に関する研究
　　共立女子大学
　　　　金井光代氏

見学会事前レクチャー
₁₄：₄₀～₁₅：₀₀ ファッションビルのマーケティング戦略―渋谷地区を事例に― 共立女子大学　藤田雅夫氏
3 部会合同　事例報告―　教育と授業の工夫

₁₅：₀₀～₁₅：₂₀ 企業とのコラボレーション―消費者調査からスポーツウェアのデザイン・製品まで―

昭和女子大学　猪又美栄子氏
₁₅：₂₀～₁₅：₄₀ 地域連携実践プロジェクトに期待する学びと課題 京都光華女子大学短期大学部　大澤香奈子氏
₁₅：₄₀～₁₆：₀₀ 被服領域の教育　～被服整理学分野の研究成果をどう活用するか～ 茨城大学　木村美智子氏
₁₆：₀₀～₁₆：₅₀ 質疑応答
キャンパスツアー
₁₇：₀₀～₁₈：₀₀ ₁₂₀周年記念館見学・解説 実践女子大学　高田典夫氏
8 月31日（水）
見学会

コース 1
₁₁：₀₀～₁₄：₀₀

テキスタイルツアー
　株式会社 布　テキスタイルデザイナー，東京造形大学教授　須藤玲子氏
マンダリン オリエンタル 東京
₃₈F　オリエンタルラウンジ　アフタヌーンティー付 （定員₁₅名）

コース 2
₁₀：₀₀～₁₇：₀₀

「織り」の可能性を探る　文化・ファッションテキスタイル研究所とホットマン（株）の工場見学
新宿より往復バス（昼食付き） （定員₄₀名）

コース 3
₁₀：₀₀～₁₄：₀₀ 染めの街散策と型染め体験（昼食付き） （定員₁₄名）

コース 4
₁₀：₀₀～₁₄：₀₀ 渋谷₁₀₉総支配人小西郁良氏による講演と店舗見学ツアー（昼食付き） （定員₃₀名）

プログラムに一部変更があります．



平成28年度被服学関係部会合同夏季セミナー  

見学会のお知らせ 

 

第3日目 8月31日（水）   

申し込みは6月20日～ 家政学会HPより受付が始まります。 

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。 

 

コース1  11:00～14:00                   テキスタイルツアー                   

株式会社 布 テキスタイルデザイナー，東京造形大学教授 須藤玲子氏 

マンダリン オリエンタル 東京 

38F オリエンタルラウンジ アフタヌーンティー付 （定員15名） 

  

ホテル全体を「森」ととらえ、樹や水など日本の自然をコンセプトにドローイングから

生地をデザインした須藤先生に解説いただきながら見学します。壁、床、椅子の張地、カ

ーテンなどホテル内のインテリアや装飾に使用されているテキスタイルは全て国内の染織

工場の職人さんが製作した製品が使用されています。また、マンダリン オリエンタル 東

京は、日本橋に位置し、三井記念美術館に隣接していますので、会期中のアールヌーボー

の陶磁器展（費用別）の見学も可能です。 

 

＜須藤玲子氏＞ 茨城県生まれ。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科デキスタイル研究室助手を経て、

株式会社「布」の設立に参加。現在取締役デザインディレクター。英国UCA芸術大学より名誉修士号授与。

東京造形大学教授。2008年より良品計画のファブリック企画開発、2009年より株式会社アズのテキスタイ

ルデザインに携わる。毎日デザイン賞、ロスコー賞、JID部門賞等受賞。 

日本の伝統的な染織技術から現代の先端技術までを駆使し、新しいデキスタイルづくりをおこなう。 

作品は国内外で高い評価を得ており、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、ボストン美術館、

ビクトリア＆アルバート美術館、東京国立近代美術館工芸館等に永久保存されている。 

＜株式会社 布＞   https://www.nuno.com/about/ 

＜マンダリン オリエンタル 東京＞  http://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

コース2  10:00～17：00                  「織り」の可能性を探る                  

文化・ファッションテキスタイル研究所とホットマン（株）の工場見学 

新宿より往復バス（昼食付き） （定員40名） 

  

＜文化・ファッションテキスタイル研究所＞ 有名なファッションデザイナーやブランド

のテキスタイルを製作していた織物工場施設で、文化学園の付属研究所として、2013年（平

成25年）5月に開設されました。八王子の織物技術を残すとともに、伝統的なテキスタイ

ル資料などの保持や新しい織物の研究・開発を進めながら、学習の場としても活用されて

います。織物の限界を超える、様々な技術を駆使した織物とその技術を見学できます。 

＜ホットマン（株）＞ 東京・青梅で50年以上にわたりタオル製造を続ける純日本製タオ

ルブランドです。1秒タオルをはじめとする吸水性抜群の上質なタオルを企画・製造・販売

まで一貫して行なっています。授業でタオル地の織り組織を説明する際にも非常に役に立

つ知識と情報が得られると思います。ショップも充実しています。 
 

 

 

コース3 10:00～14：00                染めの街散策と型染め体験  

（昼食付き） （定員12名） 

東京新宿区下落合にある染色工房「二葉苑」にて伝統的な染色技法である型染を体験しま

す。その後、林芙美子記念館を見学します。この記念館は『放浪記』『浮雲』などの代表

作で知られる作家・林芙美子が、昭和16年（1941）8月から昭和26年（1951）6月28日にそ

の生涯を閉じるまで住んでいた家です。 

＜二葉苑＞ http://www.futaba-en.jp/ 

＜林 芙美子記念館＞ http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/12/ 

http://www.futaba-en.jp/
http://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/12/


 

コース4  10:00～14：00  渋谷109総支配人小西郁良氏による講演と店舗見学ツアー                           

（昼食付き） （定員 30名） 

渋谷はファッションの発信地として国内外で注目されています。このツアーでは、渋谷 109

の総支配人小西郁良氏から 109事業のブランド戦略について解説いただき、その後、109内

の店舗見学を行ないます。 

 

 


