
 1 

おやこ服学講座 中級開催テキスト 

【インストラクター⽤】中級 1 

P1 

 
1、パパの株が上がる普段着コーデ 

2、すぐにサイズアウトする⼦どもの服の選び⽅・合わせ⽅ 

3、環境の整え⽅（声かけ⽅法・⼦ども服の収納と管理） 

4、【ワーク】あなたの服の適正数は︖ 

今⽇⼀番何を知りたいか、得たいかを、受講⽣さんに訪ねてください。 

 

P2 

1、パパの株が上がる普段のお出かけコーデ 

 
パパ・パートナーのための、ジャケパンスタイルの作り⽅をお伝えします。 

ジャケパンとは字のごとく、テーラードジャケットとパンツを組み合わせたジャケット・パンツスタイル

の略です。上下セットのスーツスタイルと⽐べるとカジュアルですが、ここ最近ではビジネスマンにも浸

透しています。もちろん、選び⽅にもよりますがカジュアルシーンでの活⽤も OK です。 

 

P43  
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1、落ち着きのある⾊・柄 

テーラードジャケットやパンツはもちろん、シャツやネクタイなどの⼩物まで、⾊みが明るすぎたり、 

派⼿過ぎる柄・デザインは仕事にはふさわしくないため NG です。 

おすすめの⾊はネイビーやグレー、ベージュ系。 

着回しやすい⾊なので⼤⼈のジャケパンと相性抜群のカラーです。 

 

2、季節に合わせた素材を選択 

季節に着⽤しても快適な素材を選びましょう。 

夏は⿇のような薄⼿で吸湿性に優れた素材。 

冬はウールやツイードのように保温効果のあるアイテムを選べば問題ありません。 

表のように季節に合った⽣地を選べば、⾒た⽬はもちろん着⼼地も快適に過ごせます。 

 
 

 

P4 

3、サイズのチェックポイント 
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P5 「説明していくので、テキストに書き込んでください。」と伝えてください。 

 
 

ジャケット 

まず、デザインに関しては無地のほうが汎⽤性は⾼く、初⼼者にはおすすめ。素材に関しては後ほど季節

ごとに適切な⽣地がありますが、ウール⽣地が基本となります。 

 

⾊は先ほどあげたブラック、グレー、ネイビーはどれも着回し⼒が⾼く、ほかの⾊は難易度⾼めです。形

はシングルが着回しやすく、1 つボタンだとカジュアルな印象が強いので避けたほうがいいでしょう。2

つボタンや 3 つボタンが定番で、着⽤の際はどちらも⼀番下のボタンは外すのが基本です。 

 

シャツ 

ジャケパンスタイルではあまり⽬⽴たないシャツですが、着こなしイメージを左右します。シャツはテー

ラードジャケットよりも顔の近くに位置するだけあって、サイズ感や⾊みやデザイン次第で印象がガラッ

と変わります。サイズ感はジャストサイズが基本。 

 

無地ニット 

シャツを取り⼊れるにはカチッとしすぎる。とはいえラフになりすぎないようまとめたいし、保温性もし

っかりキープしたいという場合は、ニットが活躍します。 

ニットを選ぶ際は、取り⼊れやすい無地。とくに⽩やグレー、ベージュ、ネイビーといったカラーがおす

すめです。 
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また、デザインとしてはカーディガンなら V ネックタイプ、セーターであればクルーネックかタートルネ

ックが品よくハマりやすく、⽐較的薄⼿だとジャケットのシルエットを邪魔しません。 

パンツ 

ジャケット以上に選択肢があるパンツは、ジャケパンスタイルの着⽤シーンに応じて選択するのが正解で

す。たとえば休⽇や⽐較的カジュアルな職場やシーンであれば、ほど良く⾊落ちしたデニムパンツなどを

合わせてカジュアルダウンしたジャケパンスタイルもあり。 

ホワイトパンツを合わせて爽やかに着こなすジャケパンスタイルも⼈気です。 

もう少しビジネスシーンよりに取り⼊れるなら、ベージュのチノパンやグレーのパンツを合わせるのが王

道です。さらにカチッと感を⾼めるなら、センタープレスのあるスラックスなどのパンツを選びましょ

う。ある程度パンツのレパートリーがあるとジャケパンの幅が広がるので、TPPO に合わせて揃えておく

と着こなしが楽しめます。 

 

P6 

5、⼩物の⾊を揃える。 

 
カバンのハンドルの部分なども揃えておくと便利です。まとまりが出ます。 

 

P7 

6、体型に合うラインを診断 
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イメージの芸能⼈を伝えるのでメモしてください。 

I ライン︓佐藤 浩⼀さん、堤 真⼀さん、⾹川 照之さん、中井 貴⼀さん、松平 健さん、 

市川 海⽼蔵さん 

X ライン︓⽻⽣ 結弦さん、⼆宮 和也さん（嵐）、向井 理さん、⻄島 秀俊さん、 

⽵野内 豊さん、渡部 篤郎さん、綾野 剛さん、⼩泉 孝太郎さん 

Y ライン︓織⽥ 裕⼆さん、草彅 剛さん、阿部 寛さん、浅野 忠信さん、 

内野 聖陽（ようせい）さん、江⼝ 洋介さん、⻫藤 和義さん、 

⻘⽊ 崇⾼（むねたか）さん 

 

P8  

「ここからライン別に似合うアイテムのポイントをお伝えするので、テキストにメモしてください。」 

 
I ライン 

 

・ジャケット︓ハリがある素材。ジャストサイズでスタンダードなデザイン。 

・シャツ︓厚⼿の綿素材。シンプルで定番の素材 

・セーター︓⾼級感のあるカシミア、コットンウールのハイゲージ。V ネック。 

・パーカー︓I ラインの⼈は⾸が太めなので⼩さめのフードを選んでください。 

・ブルゾン︓レザー素材がオススメ 

・コート︓⾼級素材のチェスターコート。着丈は膝がかくれない⻑さを。 

・きれい⽬パンツ︓スッキリシルエット。センタープレス。ストレートシルエット。 

・カジュアルパンツ︓定番のチノパン。綿素材のハリや厚みがある素材。 

・デニム︓⾊落ちのないシンプルなストレート 

 

X ライン 

 

・ジャケット︓細⾝のシルエットで浅めの V ゾーン。ストレッチ素材。 

・シャツ︓薄⼿の素材。細かい柄やアクセントが⼊ったもの。 

・セーター︓伸縮性のある素材。すっきりとした丸⾸。 

・パーカー︓X ラインは⾸が細くて⻑いので⽴体感のあるフードがオススメ。 

      薄く柔らかい素材を選んでください。 

・ブルゾン︓丈が短めなコンパクトなデザイン 
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・コート︓丈が短くてコンパクトな P コート。 

・きれい⽬パンツ︓テーパードパンツ（裾の⽅に向かって次第に細くシェープされた 

 パンツ）ストレッチ素材。 

・カジュアルパンツ︓⾝体にフィットするストレッチ素材のスキニーパンツ（履くと脚に 

ぴったりとフィットして脚のラインがはっきりわかるデザイン） 

・デニム︓ほどよくストレッチが効いていてスキニータイプのシルエット 

 

 Y ライン 

 

・ジャケット︓コーディロイ や⿇などの素材。ゆったり⼤きめ、⻑めのシルエット 

・シャツ︓適度にシワ感が出る洗いざらしの綿素材。ゆったりサイズ 

・セーター︓凹凸感のあるざっくりローゲージニット。丸⾸かハイネック 

・パーカー︓ゆったりとしたシルエットのかぶるタイプのデザイン 

・ブルゾン︓⼤きめシルエットの G ジャン 

・コート︓カジュアルなデザイン。ダッフルコート。 

・きれい⽬パンツ︓ゆったりシルエット。チェックが⼊ったカジュアルなデザインが 

 似合う。 

・カジュアルパンツ︓ゆったり⽬のカーゴパンツ。しわ感のある素材。 

・デニム︓ワイドラインでダメージ加⼯も似合う。 

 

P9 

7、似合うジャケパンスタイル 

I ライン︓定番のテーラードジャケット×シャツ×チノパン 

X ライン︓短めのジャケット×チェックのシャツ×細⾝のパンツ 

Y ライン︓コーディロイのジャケット（春夏の場合は⿇や⻑めのジャケット）×洗いざらしのシャツ×ダ

メージデニム 

事例）⽇本やアメリカでの選挙では、勝負ネクタイとして⾚を使う候補者が多い・ 

⽇本での企業の不祥事の場合の謝罪会⾒は、信頼回復のため紺やグレーのネクタイを使う⼈が多い。 

 

P10 

8、パパ・パートナーの服選びワーク 
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「体型に似合うライン」を参考にユニクロのアプリを使ってお出かけに合わせて、下記のアイテムから 3

点選びましょう。 例）家族でショッピングモール・参観⽇・夫婦でデート 

・テーラードジャケット ・シャツ ・無地セーター ・ウールパンツ ・カジュアルパンツ ・デニム 

ワーク⽤紙に、選ぶ時に気をつけたポイントをメモしてください。 

 

（宿題）別紙のワーク⽤紙使⽤ 

 

似合うラインを確認 

●⾸は? 

 A、短め  B、⻑め  C、筋張っている 

●鎖⾻は? 

A、⽬⽴たない  B、⽬⽴つ  C、鎖⾻しっかり浮き出ている 

 

●ユニクロアプリを使って買い物の疑似体験 

ラインに合うアイテムを意識して、アプリの中から 3 アイテム（例えばシャツ・無地セーター・カジュア

ルパンツの 3 つ）を選んでください。 

選ぶ時に気をつけたポイントをワーク⽤紙に記⼊してもらいます。 

 

ここまでで 1 時間〜1 時間 5 分 

 

 

P11 

2、すぐにサイズアウトする⼦どもの服の選び⽅・合わせ⽅ 

 
サイズ表を参考にしてくださいと伝えてください。 
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P12 

 
●ワンピース・ブラウス  

⇒ノースリーブ・半袖、七分丈なら、“3 歳上”サイズの洋服でも⼗分着られます。 

 

P13 

 
●セーター・カーディガン  

⇒袖の折れるアイテムなら“3 歳上”サイズ OK 

⇒ジャストサイズになった場合中にブラウスを︕ 

 

●パンツ 

⇒ウェストの調整ができたら 1 歳上サイズ OK 

⇒レギンスはジャストサイズを。 

（事例）ベビードレスを 4 歳でワンピースとして着る⽅もいます。 

ロールアップは園によって NG。縫い合わせるのをオススメします。 

 

P14 

 
選択判断⼒・表現⼒をつけるたけに、朝の服選びを活⽤しましょう︕まずは、正しい組み合わせ⽅を伝え

てください。基本的に柄と無地で合わせるようにしましょう。柄×柄は基本的にオススメできません。 

もし、柄×柄が好きなお⼦さんだったら、必ず同じブランドで合わせて購⼊するようにしてください。

（⼩さいうちだけです。） 
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はじめのうちは、ママが 2 パターンのコーディネートを作り、どちらが着たい︖と選べるようにしましょ

う。ここでキチンと正しい組み合わせ⽅を⽰してください。 

 

P15 

 
ここで NG な例を出します。上段の 4 枚は「柄と柄でにぎやかで、みんなの⽬がチカチカしちゃうよ

ね︖」とお⼦さんに尋ねてください。 

 

ここまで 1 時間 15 分〜1 時間 30 分（休憩） 

 

 

P16 

3、環境の整え⽅（声かけ⽅法・⼦ども服の収納と管理） 

 

⾮認知能⼒と⾼めるコミュケーション⽅法 

褒めて⾃信をつける。⾃⼰肯定感を上げる。 

＜パターン 1＞2〜3 歳 

① ママが 2 パターンの⾒本コーディネートを準備する。 

「どちらがいい︖」と選ばせる。 

 

⼩さいうちから感性を磨くために、良い組み合わせ・⾒ていて⼼地良い組み合わせを 

覚えてもらいます。 

※⼥の⼦の場合は、もっと早いうち（1 歳 8 ヶ⽉くらい）から⾃分で選ぶ⼦もいます。 

 

選んだ後は必ず褒める︕ 

男の⼦︓カッコいいねー、すごいねー。  

⼥の⼦︓かわいいねー、おしゃれだねー。 

 

「なぜ、こちらを選んだの︖」（この質問は⼦どもの表現⼒を⾼めます。） 

理由を聞いて、「そうだね︕」と承認する。 

読み上げてください。これは失敗しない声かけ⽅法です。とにかく褒めてください。 
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P17 

＜パターン 2＞3 歳以上 

②⾃分で今⽇着る服を選ばせる場合。 

 

どんな服を選んでもまずは必ず「いいね︕」と褒める。 

とにかく、最初はとことん承認する。 

 

（良いコーデだった場合） 

理由「きょうはなぜその組み合わせにしたの︖」 

承認「なるほど︕いいじゃない︕（また褒める） 

 

（NG と思うコーデだった場合） 

褒め⾔葉を減らす。 

いいね︕と⾔いつつアドバイス。 

「柄×柄よりは、元気な柄は上か下か 1 つが⽬⽴って良いよ︕」 

「柄×柄だと、みんなの⽬がチカチカしちゃうよ。」 

「いいね︕でもね、ママはこっちの⽅がいいと思うよ。」 

イヤイヤ期の場合は、これで終わり、で良いです。 

 

イヤイヤ期が終わった場合は 

「いいね︕ママはこっちがいいと思うけど、どう思う︖」 

と聞いてみてください。 

 

まずは承認が⼤切です。最初がとても肝⼼なので慎重に⾏ってください。ここで失敗して嫌だと思うと、

⼦どもはプライドが⾼いので修正がきかなくなります。 

 

P18 19【声かけワーク】P14、15 の画像を使ってください。2 ⼈ 1 組 

①  ＜パターン 2＞良い組み合わせで、褒める場合。 

「●ちゃん、今⽇はどのお洋服を着る︖選んでみよう︕」 

「いいね、かわいいよ︕カッコいいよ︕この洋服のどこが好き︖」（表現⼒を⾼める） 

⇒ ⼦ども役 褒められた時の嬉しい気持ちを実感してください。 

 

② ＜パターン 2＞ 避けたい組み合わせ（柄×柄） 

・承認して他を勧める場合 

「●ちゃん、きょうはどのお洋服を着る︖選んでみよう︕」 

「ママ、この服とこの服にする︕︕（NG な組み合わせ） 
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「ママはこちらの⽅が良いと思うよ。」 

「やだー︕きょうはこれ着ていく︕」 

「ママはこちらの⽅が良いと思うけれど・・・。では、今⽇は●ちゃんが選んだこの服（NG） 

を着て⾏こうね。でも、今度はこっちを着ようね。」 

⇒ ⼦ども役  

 どんな気持ちになったか確認してください。 

 

③ ・ダメ出しする場合 

「●ちゃん、きょうはどのお洋服を着る︖選んでみよう︕」 

「ママ、この服とこの服にする︕︕（NG な組み合わせ） 

「何でこんな組み合わせ選ぶの︖変だよ︕こっちにしよう︕（と強引に）」 

⇒ ⼦ども役 ダメ出しされた時の嫌な気持ちを実感してください。 

P20 読み上げてください。 

 
着せない           18％ 

下着・パジャマ類なら OK       42％ 

着せる            40％  （100 ⼈のアンケート）  

 

着せない。例えば 

・幼少期に親が選んだ服が、その後のセンスを左右すると聞いたので、キャラものは選んだことがあり 

ませんでした。 

・キャラクターものって、値段の割に素材が悪いので着せたくないです。 

・⼦供は喜ぶのかもしれないのですが、私が好みじゃないので、着せませんでした︕ 

 

 

下着・パジャマ類限定 

・パジャマ、下着限定です。靴下はギリギリセーフな感じで。 

・保育園に⾏く⽇は OK にしています。後はユニクロのヒートテックでの戦隊ものは OK。 

・お出かけ服との落差が⼤きいおかげで、TPO に合わせた服装を考えさせるのに役⽴って 

いた気がします。 
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着せる 

・キャラクターは幼稚園とか習い事の時に着せて、お出かけの時は私の趣味にしました。 

・本⼈が喜んで、幼稚園でもコミュニケーションのネタになるので。前はあまり着せたく 

なかったけど、けっこうオシャレなのもあって、まぁアリかなーと。 

・本⼈の気分が上がるので良いと思っています。 

 

どれが良い、悪いか決まりはないので、ご⾃⾝の基準を決めてください。 

 

 

P21 

⼦ども服の収納＆管理 

 
スタートは 3 歳くらい。⼩学校⼊学までに間に合うように 4、5 歳で⾃分で⽚付け、⾃分で選べる 

ようになるのを⽬指しましょう。 

 

P22 

 
＜オススメ＞かけるだけ収納 

突っ張り棒で⼦どもの背丈に合わせて設定 

 

P23 

 
リビングの⼀部に⼦供服コーナーを設定。オープンなボックスに⼦供服を⽚付けさせると、 
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開ける・閉めるという動作がなくなって便利。⼦供たちにもお⽚付けが簡単になります。 

お洋服が好きなお⼦さんにはお店（ブティック）⾵のレイアウトを︕ 

 

P24 

 
上着のみを吊るす。他のものは全て 1 ⼈ 1 ⼈のボックスの中へ各⾃が収納 

パジャマなど、洗濯しないもののかご、洗濯もののかご、各かごに⼊れることを習慣化する。 

 

P25 

4、【ワーク】あなたの服の適正数は︖ 

 
だいたいこのくらいの数です。と数字を読み上げてください。 

「あなたの服の数は_」という欄に、書き込んでください。 
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P26・27 アイテム名を伝えてください。覚えてもらいます。 

   
 

 

 

P28 説明してください。 

 
 

 

 

ここまでで 4 時間 
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おやこ服学講座 中級開催テキスト 

【インストラクター⽤】中級 2 
 

受講上の注意 

この講座では使⽤されている全ての資料（コンテンツ）については協会の許可なく、いかなる事由におい

ても無断で使⽤することを禁じています。 

デジタルカメラ・スマホそのほかの機器を⽤いての撮影や録⾳も不可です。 

 

P1 

 
1、素敵に⾒えるコーディネートの 3 つのルール 

  ①体型に合った服選び ②⾊の使い⽅ ③⼩物のセット化 

2、“なりたい私”になるビジョンマップ作成 

今⽇⼀番何を知りたいか、得たいかを受講⽣さんに尋ねてください。 

 

P2 

1、素敵に⾒えるコーディネートの 3 つのルール 

①体型に合った服選び ②⾊の使い⽅ ③⼩物のセット化 

 

P3 

①体型に合った服選び 

 
 

I ラインの特徴 

・腰の位置が⾼い  ・体に厚みがある  ・上半⾝がしっかりしている   

・メリハリがある 
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X ラインの特徴 

・腰の位置が低い  ・⼿⾸、⾜⾸が細い  ・体に厚みがない  ・⾝体が曲線的 

 

Y ラインの特徴 

・⾻格関節が太い  ・全体的に⾻っぽい  ・凹凸のないボディライン   

・中性的な体つき 

 

P4 

 
でも、似合うと⾔われたタイプのファッションが好きじゃない場合・・・ 

似合うアイテム×似合う素材  マッチング 

 

P5 

 
I ライン 

・似合うアイテム 

テーラードジャケット・パリっとした綿シャツ・V ネックセーター・タイトスカート・きれい⽬デニム 

 

・イメージ 

シンプル・直線的・ベーシック・装飾が少ない 

 

・主な有名⼈ 

藤原 紀⾹さん、篠原 涼⼦さん、⼩池 栄⼦さん、広末 涼⼦さん、⼟屋 太鳳さん、 

武井 咲さん、⽯原 さとみさん 
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X ライン 

・似合うアイテム 

ノーカラージャケット・シフォンブラウス・アンサンブルニット・フレアスカート・スキニーデニム 

 

・イメージ 

⼥性的・曲線的・フリル・ギャザー・リボン・⾝体にフィット 

 

・主な芸能⼈ 

神⽥ うのさん、松⽥ 聖⼦さん、壇蜜さん、佐々⽊ 希さん、中条 あやみさん、菜々緒さん 

 

Y ライン 

・似合うアイテム 

コーディロイジャケット（サファリジャケット。着丈の⻑いジャケット）、ダンガリーシャツ、ざっくり

ニット、ガウチョパンツ、ダメージデニム 

 

・イメージ 

ラフ・カジュアル・⺠族的・⻑めの丈 

 

・主な芸能⼈ 

天海 祐希さん、今井 美樹さん、アンジェラ・アキさん、杏さん、紗栄⼦さん、佐藤 栞⾥さん 

 

Pʻ6 、I ライン 

 
似合う素材⇒ シルク・綿・ハイゲージニット・カシミア・表⾰ 

（しっかりしたハリがある素材 ・光沢感がある素材 ・⾼級感がある素材） 

NG な素材⇒ モヘア・ツィード・ベロア・⿇・シフォン 
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P7、X ライン 

 
似合う素材⇒ ポリエステル・シフォン・ベロア・アンゴラ・ファンシーツィード 

（薄⼿で柔らかい素材・ふんわりした素材・透ける素材） 

※ファンシーツィードとは、⼊学式に着ていくようなスーツの素材です。 

NG な素材⇒ ⿇・ダメージデニム・⾰・英国調ツィード 

 

P8 Y ライン 

 
似合う素材⇒ 洗いざらしの綿・⿇・コーディロイ・ローゲージニット・英国調ツィード 

（⿇などの天然素材・シワ加⼯された素材・ダメージ加⼯された素材） 

※英国調ツィードとは、おじさんが着るようなスーツやコートの素材をイメージしてください。 

NG な素材⇒ シルク・サテン・ベロア・シフォン・エナメル 

 

P9 

似合う⼩物 

 
I ライン  ロングパール・ロングネックレス（ラリエット）・⼤振りピアス（フープタイプ） 

X ライン  淡⽔パール・華奢なネックレス・⼩さめピアス 

Y ライン  バロックパール（粒が不揃いのパール）・⺠俗調・トルコ⽯ 
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P10  

【ワーク】 まず事例を読み上げてください。 

「このような感じで、1、ファッション雑誌の中から⾃分に似合わないラインだけれど好きなコーディネ

ートを選んでください。 

 2、そのコーデをどのようにすれば素敵に着こなせるか、アイディアを出してください。 

 

（事例）読み上げてください。 

  I ライン 

X ラインの⼈ 

⇒ ・シャツを透け感のある素材にする     

・襟元に柔らかい素材のスカーフを巻く 

Y ラインの⼈ 

⇒  ・シャツの素材を⿇にする     

・パンツをガウチョパンツにする 

   

 

    X ライン 

I ラインの⼈ 

⇒ ・アンサンブルニットを V ネックセーターにする  

・襟元に光沢感のあるスカーフを巻く 

Y ラインの⼈ 

⇒ ・スカートの素材をシワ加⼯の綿素材にする  

・襟元にエスニックなアクセサリーをする 
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    Y ライン 

I ラインの⼈ 

⇒ ・シャツをハリ感のある綿素材にする   

・襟元に光沢感のあるシルクのスカーフを巻く 

X ラインの⼈ 

⇒ ・シャツを柔らかいシフォンブラウスにする  

・シャツ×カーディガンをアンサンブルに 

 

P12、 
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P13  

 ②⾊の使い⽅ 

お⼦さんの⾮認知能⼒の「選択判断⼒」を養うのに役⽴ちます。ここを徹底してください。 

（1）強い⾊同⼠、柄同⼠を合わせない。 

 

 
 

 

P14  

（2）3 ⾊ルール  

 
コーディネートは 3 ⾊にするとまとまりが良く、おしゃれに⾒えます。 

1、2 ⾊だと単調なコーディネートになってしまいます。4 ⾊以上でも良いのですが、 組み合わせが

⾼度になります。 

 

P15、論理的で再現性のあるコーディネートのポイントがわかると、⾃分を表現する⼒が増します。簡単

なやり⽅をお伝えするので、ご⾃⾝とお⼦さんの服選びに役⽴ててください。 

 

（3）ベーシックカラーコーディネート×アクセントカラー 

 
落ち着いた 2 ⾊に、強い 1 ⾊を⼩物（スカーフ・ストール・バック・靴など）でプラスするとおしゃれ

な着こなしになります。また、右側のコーディネートは、逆に 2 ⾊の淡いカラー（ピンク・ベージュ）

に、落ち着いたカラー（⿊）をアクセントとして使っています。 
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P16 

（4）⾊のリンク（柄の中の 1 ⾊を取り⼊れる） 

 
柄の中の 1 ⾊を他のパートに⼊れると、コーディネートにまとまりが出ます。 

（左）スカートの柄のピンクを上のブラウスに。 

（中）ブラウスの柄の中のオレンジをバックに。 

（右）スカートの柄のピンクを、ウェストに巻いたセーターに。 

 

P17 

（5）ワントーンコーディネート 

 
⾼度になりますが、1 ⾊使いは垢抜けた印象のコーディネートになります。ワントーンコーデをするとき

に⼀番⼤事なのは、グラデーション（⾊の濃淡）。全⾝単⾊ではなく、同系⾊でまとめるのが正解です。 

⼈気のワントーンコーデのカラーは、⽩やトレンドのブラウンやベージュ、グレーなどがおすすめです。 

 

P18 

③⼩物のセット化 

 
コーディネートがまとまるので、⼩物の⾊・柄を揃えておくと便利です。 

（左）バッグの柄の 1 ⾊とサンダルの⾊を⻩⾊に 

（中）マフラーと⼿袋をオレンジに（グレー×⿊の地味なコーディネートもおしゃれにみえます） 

（左）シルバー×ヘビ柄のバッグや靴 

   ヒョウ柄のスカーフ×バッグ   ブーツの 1 ⾊と同⾊のバッグ 

お店で揃った⼩物を⾒つけた時は、セットで購⼊しておくのをおすすめします。出番が 3 倍になります。 
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P19 

⼩物のセットを作る練習をしましょう。 

 
セット化できそうな⼩物のページをファッション雑誌から選ぶ練習をしましょう。 

時間がないのでワークではなく、「これから練習してくださいね︕」と伝えるだけで良いです。 

 

 

P20  

トレンドについて 

 
（1）2 年前︓国際流⾏⾊委員会で（流⾏⾊）を選定 

（2）デザインや素材など総合的な（トレンド）が発信される 

（3）1 年前︓（素材）の⽅向性の決定「テキスタイル展」「ヤーン展」 

（4）半年前︓（デザイナー）のコレクション開催 

（5）ファッション誌・ファッションメディアからの（情報）発信 

 

⼀番最初に決まるのが流⾏⾊です。流⾏⾊の⽅向性を決めているのは、1963 年に発⾜したインターカラ

ー（国際流⾏⾊委員会︓INTERNATIONAL COMMISSION FOR COLOR）という組織です。 

15 もの加盟国（⽇本も⼊っています）を代表する⾊彩情報団体で構成されていて、協議でファッション

流⾏⾊を選定しています。 

加盟国各国の⾊彩情報団体があらかじめ選んだ⾊をプレゼンしあい、お互いの提案に対する理解を深めな

がら、なんとたったの２⽇の間に流⾏⾊が決まります︕ 

実際のシーズンの約２年前の 5 ⽉に春夏カラー、11 ⽉に秋冬カラーが決定します︕ 

この段階で、流⾏⾊の基本的な⽅向付け（国際流⾏⾊）が決まりました。ここから各国の⾊彩情報団体

が、国内の市場にあわせてトレンドカラーを発信していきます。 

 

流⾏⾊が決まった後は、総合的なトレンドが発信されます。発信元は主にパリを中⼼としたスタイリング

オフィスと呼ばれるファッショントレンド情報会社が中⼼になります。 
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各社が、ジャンル別のトレンドブックを販売したり、トレンド予測セミナーを開催したりという動きが出

てきます。ファッション業界プロ⽤のファッション誌であるこのトレンドブックをデザイナーやバイヤー

が参考にするそうです。 

 

続いての流れは、ずばり素材です。 

“ヤーン展”とか“テキスタイル展”とか聞いたことがあるという⽅がいらっしゃると思いますが、ずばり

“⽷の展⽰会”と“布の展⽰会”です。 

インターカラーで国際的流⾏⾊が決まってから半年後〜１年後くらいまでの期間にヤーン展、テキスタイ

ル展が開催されます。 

 

選りすぐりの素材を元にデザインされた服が実際に作られて発表される段階。 

あまり流⾏の⼤きな流れからはずれた素材を使おうとするとコストが跳ね上がってしまうので、デザイナ

ーも素材などの⼤きな流れに逆らうことはあまり許されないそうです。 

 

コレクションと時を同じくして、VOGUE や ELLE などのファッションメディアから新作情報がドンドン

発信され、私達のところに届きます。 

 

⼩物でトレンドを取り⼊れるのが、⼀番簡単で効果的です︕ 

 

 

P21 

⾊・柄が与える印象について 

 
 

〜⾊がもたらす⼼理作⽤〜 

⾚︓ ⽣命・活動の象徴。（⼥性）をイメージさせる。意欲を出させる⾊。 

オレンジ︓ 解放感を与えて、楽しい気分にさせる。また（⾷欲）を促進させる⾊。 

⻩⾊︓ 集中⼒を⾼めたり気分を明るくする⾊。（注意）を促すといった警戒⾊の効果がある。 

緑⾊︓ （⾃然）を象徴する⾊なので、気持ちが落ち着きのんびりした気分になれる。 

⻘︓ 涼しさや爽やかさ。（知性）や冷静を感じさせてくれる⾊。 

紫︓ 想像⼒をかきたてたり、感受性を⾼める効果がある。（⾼級感）や上品さ。 

⽩︓ （清潔感）や純粋なイメージを与える⾊。明るいイメージ。 
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グレー︓ 曖昧で（暗い）感じ。控えめ。上品で落ち着いたイメージ。 

⿊︓ 何かを秘めた印象や影のある印象。威厳のある感じや、都会的で（洗練）された印象。 

 

〜柄がもたらす⼼理作⽤〜 

チェック︓ 無地と⽐べると（カジュアル）な印象や、若々しい、親しみやすい印象 

ボーダー︓ カジュアルで（爽やか）な印象 

ストライプ︓ （きれい）⽬で⼤⼈っぽい印象 

※どの柄も、細かい⽅は少し品が良く柄が太い⽅は活発な印象 

 

ここまでで 1 時間 45 分〜2 時間 （休憩） 

 

 

P22〜26 

2、“なりたい私”になるビジョンマップ作成 

 

ワークで書き込んで発表︕ 

それからワークをもとに 2 パターンのビジョンマップを作成。 

 

【ワーク】⽇付を記⼊。 

「だいたい 1 年後を⽬安に、⾃由に⽇程を決めてください。ただし、本⽇持ってきたファッション雑誌で

コーディネートを選ぶので、季節は今に近い⽅が良いです。」と伝えてください。 

 

 
 

 

 

（1）叶えたい事、達成したい事は何ですか︖2 つ考えてください。 
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（事例）・⼦どもが希望校に合格 ・家でサロンをオープン ・ハワイに家族で⾏く 

・会社で任されたプロジェクトが⼤成功 ・趣味のフラワーアレンジメントで賞を取る 

・⼦育てがひと段落ついて再就職している ・⾃宅のリフォーム ・起業する 

・予約の取れない⼈気講師になる ・夫婦 2 ⼈で旅⾏に⾏く ・海外で暮らす  

・ピアノを習いはじめる ・3 キロ痩せて若返る ..etc 

 

（2）叶った時の気持ちを⾔葉で表すと︖ 

（3）その時、誰と⼀緒にいますか︖ 

（4）どこにいますか︖ 

（5）どんな服装をしていますか︖ 

 

ワークの発表。感想も聞く。 

その後、このワークをもとに「（5）どんな服装をしていますか︖」のコーディネートをファッション雑

誌の中から選び、切り貼りしてビジョンマップを作成します。⾔葉も吹き出しで⼊れてください。

 
 

P27 

上級講座の内容 

 
 

・SNS の使い⽅ 

・メルマガ集客・リアル集客⽅法 

・体験会・初級中級講座開催ページの作り⽅ 

・体験会のシュミレーション 

・初級、中級講座開催⽅法 
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・⾻格診断のやり⽅ 

・講師としての⾝だしなみ 

 

認定講師（インストラクター）として体験会・初級講座・中級講座を開催することができます。 

おしゃれの楽しさ、服のパワーを広めることができます。 

 

 

必ず、上級講座を案内してください。 

3〜7 ⽇以内のお申し込みの場合、上級コースとの差額割引はなく、19.5 万円(＋税)で受講できます。 

と、必ずアプローチしてください。 

 

 

アンケートを記⼊で修了です。 4 時間 


