
「好き」を強みに、
強みを「仕事」にする。
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ファッションクリエイション学科

国際文化・観光学科 国際ファッション文化学科 応用健康心理学科 短期大学部 ファッション学科

ファッション社会学科 建築・インテリア学科デザイン・造形学科



硬式テニスに熱中していたので、志望大学を考え始めたのは高校３年生になってからでした。やりたいことも絞り込めず、

偏差値を基準に一般的な総合大学への進学を考えていました。もともと洋服は好きでしたが、その時はファッションを専門

的に学べる大学の存在を知らなかったんです。調べてみると、ＢＵＮＫＡは他大学と比べてファッション分野におけるレベル

の高さを感じたので、第一志望として受験することに。突然、ファッションを専門的に学ぶことを決めたので両親は驚いて

いましたが、「好きなことをするのが一番」と賛成してくれました。

モノづくりの経験はあまりなかったのですが、小さい頃から図工や美術の授業はとても楽しかった思い出があります。その

ため、ＢＵＮＫＡの授業についても特に不安はなくワクワクしていました。入学後、実習の授業は専門用語が多くて課題製作

についていくことは大変でしたが、新しい知識や技術を吸収することは本当に楽しかったです。特に１年生の時は、目の前

の授業や課題製作に精一杯取り組んでいました。

今振り返ると、３年生の時は友人とのブランド作りに夢中で就職活動の動きに乗り切れていなかったと思います。４年生に

なってからやっと就職活動を始めました。デザイナーやパタンナーは能力のある人が目指す職種だと思っていて、私はそこ

までの自信がなかったので、販売職からキャリアアップできる企業をリストアップしました。けれどある時、大学の求人で

㈱ワコールのクリエーター職の募集を知り、インナーウェアに興味があったことから、チャンスだと思いチャレンジするこ

とにしました。思いがけない出会いが内定に結びつき、挑戦することの大切さを教えてもらえた就職活動でした。

私は大学選びも就職活動もマイペースでしたが、自分の「好き」という軸がぶれないことを大切に、自分の選んだ道を進ん

でいると思います。ファッション志望の人は、高校時代から洋服が好きで感度の高い人が多いと思いますが、ＢＵＮＫＡでは

さらに「上には上がいる」ことを感じさせられます。刺激的な環境がたくさんあって、意識の高い人たちが集まるＢＵＮＫＡ

ならではの世界をぜひ経験してください。

「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

文化学園大学を選んだ理由01

03 就職活動も挑戦することが大切

受験生のみなさんへ04

入学してから02

「好き」という軸がぶれないことが大切。

田代 久美子 たしろ くみこ

服装学部　服装造形学科（現：ファッションクリエイション学科）

クリエイティブデザインコース ４年

東京都立小平南高等学校 出身

内定企業 株式会社ワコール／クリエーター職（デザイナー）

事業内容 インナーウェア・アウターウェア・スポーツウェア等の製造・販売
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ファッションクリエイション学科

http://bwu.bunka.ac.jp/study/f/fashion-creation/


ファッションに興味をもつようになったのは中学３年生の頃からです。ＢＵＮＫＡに通っていた姉から洋服のアドバイスをして

もらったり、ファッション雑誌を見せてもらったことがきっかけでした。大学選びの時期になり、就職や仕事を見据えて学

べる「専門的な大学」と「文系の総合大学」で迷いましたが、せっかく４年間も学ぶのだから自分が熱中して勉強できるこ

と、それを将来に生かしたいと考えてＢＵＮＫＡを選びました。「好きなファッションを通じて社会を学ぶ」「アパレル業界

を中心に幅広い業界への就職」この２つのポイントで服装社会学科に決めました。

入学した頃はバイヤーや販売の仕事をしたいと考えていましたが、ファッションの勉強を進めるうちに、アパレル業界は

「流行り廃りが激しい」ということを意識しながら、より広い視野でアパレル分野の仕事を考えるようになりました。 そん

な時期に、大学のインターンシップでユニフォーム専業メーカーの営業部門を経験することができました。製造から販売ま

でを一貫して行う企業だったので、ファッション・繊維業界の流れを実際に見ることができ、就職活動に向けて大きな分岐

点になりました。

就職活動のなかでも、多くの学生が自分をアピールするエントリーシートや履歴書の作成で苦労していると思います。就職

活動中に他大学生の履歴書を見る機会があり、ＢＵＮＫＡの履歴書との記載内容や量の違いに驚きました。普通はＡ４サイズ１

枚ぐらいですが、ＢＵＮＫＡの場合はＡ３サイズで、とにかく書き込む項目と内容がとても多いのです。その分作成するのは大

変でしたが、面接官の方からは内容がとても伝わってくる履歴書だと褒めていただきました。今考えると、履歴書を一生懸

命作成したことで内容がしっかり頭に入り、面接の受け答えがスムーズにできたように思います。

私も大学選びはとても迷いましたが、「自分で決めた」ということが大切だと思います。誰でも、入学後に勉強や大学生活

のことで悩んだり迷うことがあるかと思いますが、そんな時に「自分で決めた」大学や学科であれば、その頃の自分の気持

ちを振り返ることができ、諦めずに踏ん張ることができるのではないでしょうか。もちろん、家族や高校の先生に意見を聞

いたり、アドバイスをもらうことも大切ですが、最後は自分で悩み、迷い、考えて決めるべきだと思います。そうすれば、きっ

と大きな満足感が得られると思います。

文化学園大学を選んだ理由01

03 文化学園大学の履歴書は内容が濃い！

受験生のみなさんへ04

大きな分岐点になったインターンシップ02

村田 穂 むらた なほ

服装学部　服装社会学科（現：ファッション社会学科）

服装社会学コース ４年

千葉県立千葉北高等学校 出身

内定企業 株式会社三景（伊藤忠商事グループ）／営業職

事業内容 服飾衣料資材の製造・販売

2
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

ＢＵＮＫＡならではの履歴書作成がカギでした。
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ファッション社会学科

http://bwu.bunka.ac.jp/study/f/fashion-society/


周囲が受験モードになった頃にやっと大学進学を考え始めました。高校の先生にアドバイスをいただいて法学・社会学に分

野を絞ったものの、一方で女子大も視野に入れながら幅広く受験していました。そんな時、既にＢＵＮＫＡに合格した同級生

がいたことから、調べてみると、造形学部では生活に密着したモノづくりが専門的に学べることを知りました。私は写真や

映像が好きなので、将来の仕事に繋がるのではないかと思い、受験を決めました。これが、１年間進路に迷っていた私の、Ｂ

ＵＮＫＡとの出会いです。

就職活動を始めたのは３年生の２月からです。映像クリエイションコースで勉強をしてきたものの、同じ学科の学生のレベ

ルが高く感じられて、自分の「制作」に自信が持てない状態で就職活動を迎えました。そのため、企業説明会では職種の幅

を広げて参加していました。少々弱気になっていた私に、先生が編集・エディターという職種を紹介してくださったことで

やっと目標が決まり、そこから本格的に就職活動が始まったように思います。でも、実際に応募を始めても良い返答がもら

えなかったり、強く希望した映像制作会社も二次面接で落ちてしまうなど、思ったように進みませんでした。けれど諦めず

に活動を続けたことで、受付最終日に応募した企業から内定をいただくことができました。本当に縁とは不思議なもので

す。内定先の㈱ＩＭＡＧＩＣＡは企業説明会を行っておらず、インターネットの情報しかなかったのですが、コースの先生が仕

事で関わったことがある会社でしたので、細かい情報まで教えていただくことができました。心が折れそうになった時にや

っと出会えた企業、またその企業内容を先生がよく知っていて適切なアドバイスをいただけたこと、この２つのめぐり合わ

せが内定に繋がりました。

大学を決める時には、どうしても目の前のことだけを見てしまっている気がします。自分で決めることは大切ですが、ぜひ

家族や友人と話をしてみてください。自分がどのような人間か、何をやってきたのか、一気に視野が広がっていろいろなこ

とが見えるようになります。また、大量のメディア情報に振り回されることのないよう注意してください。私の場合は、人

から直接聞く情報の方が確かで役に立ちました。周囲の人たちとよく話してみることがとても重要だと思います。そして、

自分で納得して決めてください。

文化学園大学を選んだ理由01

受験生のみなさんへ03

山あり谷ありの就職活動02

3
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

２つのめぐり合わせが内定に繋がりました。
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内定企業 株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ／クリエイティブ職

事業内容 映画・ＴＶ番組・ＣＭ・ＰＲ等の映像・音声編集・各種映像技術サービス

小島 遥香 こじま はるか

造形学部　生活造形学科（現：デザイン・造形学科）

映像クリエイションコース ４年
（現：メディア映像クリエイションコース）

東京都立鷺宮高等学校 出身

デザイン・造形学科

http://bwu.bunka.ac.jp/study/z/design-zokei/


高校３年生の春に部活を引退してから、大学進学のことを具体的に考え始めました。小さい頃から工作やモノをつくること

が好きで、造形教室に通っていたので、大学で何を勉強するかを考えた時、自然となにかモノをつくる勉強がしたいと思い

ました。それが建築につながったのは、街のジオラマや建築模型に興味を持ち、大学で建築分野が学べることを知ったから

です。夏にはオープンキャンパスでいろいろな大学の建築学科を見ましたが、他大学と違って、ＢＵＮＫＡの建築・インテリ

ア学科はハコ【建物】が中心ではなく、建物の【中】のインテリアや家具なども学べる学科だったことが決め手となりました。

就職講座で、インターンシップが就職活動や社会経験として役立つとアドバイスを受け、３年生の夏にブラインド製造メー

カーのインターンシップに参加しました。ブラインドのコーディネートやショーウインドウのディスプレイ制作、模擬接客

などを２週間にわたり体験し、最終日にはＢＵＮＫＡの先生がショールームに来られて模擬接客を行うサプライズがあったり

と、充実したインターンシップでした。自分がやりたい仕事は建築・インテリア関係だと改めて確認できたこと、就職活動へ

のスイッチが入ったことが、私のインターンシップの成果です。

私がＢＵＮＫＡの受験を決めた時に経験したことで、受験生のみなさんにもおすすめしたいことがあります。それは、オープ

ンキャンパスなどの機会を利用して大学の先生とたくさん話をすることです。入学後の勉強のことはもちろん、入学試験、

キャンパスのことなど、どんなことにも説明やアドバイスをしてもらえるはずです。パンフレットやホームページでは感じ

られないことを、ぜひ納得がいくまで話すことをおすすめします。私の場合はいろいろな機会に相談をしたことで、先生に

顔を覚えてもらえたこともあり、緊張せずに面接を受けることができました。

文化学園大学を選んだ理由01

受験生のみなさんへ04

インターンシップで就職活動へのスイッチが入る02

エントリーシートの作成、ポートフォリオ(作品集)の制作を３年生の２月から始めました。また、多くの企業説明会に参加

して、ホテル・商業・リフォーム等の分野別にリストを分け、企業の印象や業務内容等をチェックし、志望企業に順位を付

けました。多くの学生が苦労するエントリーシートの作成では、就職相談室の添削指導やアドバイスを受け乗り切ることが

できました。今就職活動を振り返ると、一緒に作業をしたり、情報交換や相談ができる友人、先生や就職相談室のサポート

がとても心強い存在だったと思います。

就職活動を振り返って03

4
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

相談できる友人や先生が心強い存在に。
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建築・インテリア学科

内定企業 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン／総合職

事業内容 ビル・テナントマネジメントおよび商業施設の建装・デザイン

宇津木 侑樹 うつぎ ゆうき

造形学部　建築・インテリア学科
インテリアデザインコース ４年

東京都私立明星高等学校 出身

http://bwu.bunka.ac.jp/study/z/architecture-interior/


高校２年生の時に、交換留学でメキシコに１年間留学をしました。兄も留学していたのでその影響もあったと思いますが、

１年間もの留学は今後なかなか経験できないと思い決めました。最初はスペイン語が全くできず大変でしたが、現地の高校

でスペイン語の授業を受けることで、１年後には日常会話には困らなくなりました。大学選びの時は、留学経験を生かして

旅行業やホテルマンになるための勉強をしたいと思っていたところ、ＢＵＮＫＡの卒業生である母から国際文化・観光学科の

ことを聞き、オープンキャンパスに参加して受験を決めました。

大学卒業後はホテルマンの仕事に就きたいと考えていました。そのための経験としてホテルでのアルバイトも始めていた

ので、インターンシップは全く違う業界でやってみたいと思い、エンターテインメント業界で劇場運営補佐の仕事を選び

ました。この業界はとても個性的で、自己主張がしっかりとできる人には適していると思いましたが、自分には違うと感

じました。しかし、人をもてなすという点ではホテル業界と共通することも多くあり、ホテルマンへの思いが改めて強く

なりました。

ＢＵＮＫＡはファッションやデザイン、観光、心理学などの専門的な学びができる大学です。私の所属する国際文化・観光

学科では、実務経験が豊富な先生方から実践的な指導が受けられます。また、ＢＵＮＫＡには、ファッションデザイナーに

なりたい、ホテルマンになりたい等の具体的な目標に向かって、一生懸命に課題制作や勉強をしている学生が大勢います。

ＢＵＮＫＡのキャンパスには、本気で自分のやりたいことに向かって夢を実現できるチャンスがいっぱいありますよ。

文化学園大学を選んだ理由01

受験生のみなさんへ04

あえて違う業界のインターンシップを選んだこと02

目標は旅行業・ホテル業と早い段階から決めていましたが、就職活動の方法や基礎的な知識に自信がなかったので、就職

セミナーや説明会に参加することから始めました。 そのうえで、まず知っている企業や就職情報サイトで調べた企業約

６０社をリストアップし、その中から約３０社の説明会に参加して企業研究をしました。最終的に約２０社に応募し、内定

先のアパホテル㈱のほか、ホテル１社、旅行会社１社から内定をいただきました。アパホテル㈱は大きな成長を遂げてお

り、若手人材の登用にも積極的な企業だと感じ、就職を決めました。

ホテルマンを目指して03

5
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

本気で夢を実現できるチャンスがいっぱいある。
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国際文化・観光学科

内定企業

事業内容

安藤 三士郎

現代文化学部　国際文化・観光学科 ４年

埼玉県立大宮東高等学校 出身

アパホテル株式会社／総合職

都市開発（ホテル、リゾート）事業、レジャー産業運営事業

あんどう さんしろう

http://bwu.bunka.ac.jp/study/g/kb/


高校時代は百人一首部に所属し、全国大会にも出場していました。和服を着る機会もあったことから和装に興味をもち、

和装の専門学校に進みたいと思っていましたが、両親は大学進学を望んでおり、私も得意な国語や歴史の勉強が面白くな

って、古典を学べる大学を考えた時期もありました。１～２年生はこんな状況で進路は決まっていませんでしたが、３年

生になってから転機がありました。文化祭ではクラス単位で演劇を上演するのが伝統行事で、その時に衣装製作をする機

会があり、舞台衣装にとても魅力を感じたのです。母からＢＵＮＫＡに舞台衣装を学べる学科があることを聞き、賛成もし

てくれたので、４年間好きなことを勉強しようと思い、ＢＵＮＫＡに決めました。

国際ファッション文化学科では、１・２年生はファッションの基礎と英語をしっかりと学びます。そして３年生からは専

門的な実習やファッションショーの準備など、とても動きのある実践的な授業が次々と始まります。作ることに関して

は、高校時代に手芸レベルだった私ですが、大学で一から学ぶことで、舞台衣装製作までできる技術や知識を身につける

ことができました。

私のように好きな事を学んだ学生は、それを生かした就職活動では企業の方に理解してもらいやすいと思います。私自身

も自己アピールがとてもしやすかったです。何となく入った大学で、何となく４年間を過ごしていたら、面接での志望動

機の説明や自己アピールは難しくなるのではないでしょうか。ぜひ、４年後に後悔しないような大学選びをしてほしいと

思います。

文化学園大学を選んだ理由01

受験生のみなさんへ04

国際ファッション文化学科の学び02

ＢＵＮＫＡに入学した時から、舞台衣装製作の仕事に就くことが第一志望でしたが、舞台制作にも興味があり、２年生から

始めた複合文化施設でのアルバイトを現在も続けています。楽屋の受付業務のほか、自主公演の際には制作業務のお手伝

いもさせていただいたりと、とても良い経験になっています。就職活動の時期を迎えると、内定先の松竹衣裳㈱をはじ

め、舞台衣装製作を行う企業を中心に約１０社をリストアップしました。舞台衣装関係は募集時期が遅いため、面接などの

練習をしっかり行う時間もありました。その成果もあって、松竹衣裳㈱の選考では、高校時代の部活や和装への思い、大

学での勉強に興味をもっていただき、順調に内定をいただくことができました。

舞台衣装にこだわった就職活動03

6
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

入学時から志望していた仕事に決まりました。
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国際ファッション文化学科

内定企業

事業内容

余川 英子

現代文化学部　国際ファッション文化学科
映画・舞台衣装デザイナーコース ４年

東京都立駒場高等学校 出身

松竹衣裳株式会社／衣裳スタッフ

歌舞伎・演劇・映画・舞踊の衣裳製作、小道具等の製作・賃貸・販売

よかわ はなこ

http://bwu.bunka.ac.jp/study/g/kf/


挑戦03

人と関わることが好きで、大学に進学するなら心理学を学びたいと決めていました。特に、スクールカウンセリングな

ど、精神面で子どもに関わることができればと思っていました。商業高校に通っていたので２年生までは実務資格取得の

勉強が中心でしたが、大学への進学を決めた３年生からは、英語などの受験科目へシフトして進学の準備を進めました。

ＢＵＮＫＡの応用健康心理学科は少人数制で、先生と密接に関わりながら指導を受けられること、健康心理やファッション

心理など、幅広く学べる環境が整っていることから、心理学の中で専攻を絞っていない私にはぴったりだと思いました。

私の就職活動のスタートは少し遅く、４年生の５月から本格的に始めました。就職をするからには長く勤めたいし、その

ためにじっくり考えて行動したいと思っていたからです。とは言え、大学に入学する前から子どもに関わる仕事がしたい

とも考えていたので、早くから児童養護施設での仕事について調べていました。しかし、そこだけに絞って活動すること

に迷いが生じることもあり、他の業界にも視野を広げることにしました。そして、子どもに関わる仕事、高校で取得した

実務資格を生かすこと、長く続けられることなどの条件を考えていくうちに、学習支援業界（塾）にめぐりあったので

す。面接では高校で取得した実務資格も褒めていただき、高校から大学までの努力や勉強が就職活動につながり、とても

うれしかったです。

大学を徹底的に調べることが、本当に大切だと思います。４年間通う大学と自分の相性を見極めることです。私はオープ

ンキャンパスで先生と話をするうちに、ＢＵＮＫＡで自分が学んでいるイメージがどんどん湧いてきました。大学を決める

ときは「何となく」ではなく、自分がやりたいことは何かをじっくりと考えて決めてください。

文化学園大学を選んだ理由01

受験生のみなさんへ03

じっくりと自分に向き合った就職活動02

7
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

自分にじっくり向き合って。
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応用健康心理学科

青山 遥

現代文化学部　応用健康心理学科 ４年

三重県立松阪商業高等学校 出身

内定企業 株式会社日本入試センター／総合職

事業内容 SAPIX等の進学塾や通信教育・学童保育事業等の各種教育サービス業務

あおやま はるか

http://bwu.bunka.ac.jp/study/g/ks/


高校が服飾デザイン科だったので、将来は服飾系に進学したいと考えていました。高校２年生の終わり頃は、専門学校か

大学で迷っていましたね。高校３年生の夏に、ＢＵＮＫＡを含めた服飾系の大学のオープンキャンパスに参加して、服飾系

の大学では実績も一番で、高校の先輩も多く進学しているＢＵＮＫＡに絞りました。ＢＵＮＫＡでも大学にするか短期大学部

にするかで迷いましたが、経済的なことなども考えて短期大学部に決めました。また、高校ではデザイン画や製作系の実

習を学んでいたので、短期大学部ではファッションをビジネスの観点から学びたいと思ったのも理由の一つです。

ファッションビジネスの領域は、課題は主にレポート作成が中心でしたので、自分で調整してアルバイトの時間も確保で

きたことが良かったです。印象的な授業はブランドを企画する授業で、１年生では個人でブランドを企画し、２年生では

チームでブランドビジネスモデルを構築しました。１年生の授業の成績でチーム分けを行う緊張感もあって、とてもやり

がいのある授業でした。短期大学部は単純に大学の半分というわけではありません。２年間と短い分、しっかりと授業に

取り組むことで、きっちり凝縮した勉強ができたと思います。

就職活動は、１年生の３月にアパレル企業合同説明会に参加することから始めました。説明会で得た情報をもとに約２０社

をリストアップし、気になる会社はさらに詳しく調べました。ブランドや商品のテイストにこだわる人もいますが、私の

場合は海外進出の実績があり、アパレルの仕事を国際的にできるかをチェックしていました。内定をいただいた会社は、

学内企業説明会に来られた時にお話をうかがい、私の考えていた働き方に当てはまっていました。ファッションで実績の

あるＢＵＮＫＡで学んだからこそ、学内説明会の出会いがあり、その後の面接もスムーズに進行したのだと思います。

文化学園大学を選んだ理由01

ＢＵＮＫＡだからこそ出会えた会社03

進学して何をどう学びたいのかが大切です。服飾系に進学することは決まっていても、専門学校か大学かで迷っている人

もいるでしょう。私は専門学校の専門分野に特化した勉強より、自分の視野がもっと広がる勉強をしたいと考えて短期大

学部を選びました。ＢＵＮＫＡの短大が気になっている人におすすめのポイントは、少人数制なので先生との距離が本当に

近くて、授業やいろいろな機会に声をかけてもらえ、相談にもいつでも対応してくださることです。１限目の授業はちょ

っと辛いですが、私は高校から現在まで皆勤賞を続けています。

受験生のみなさんへ04

凝縮した勉強ができる短期大学部02

8
「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。

単純に大学の半分じゃない凝縮された２年間。
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短期大学部 ファッション学科

池田 園

短期大学部　服装学科（現：ファッション学科）

ファッションビジネスコース ２年
（現：ファションビジネス領域）

栃木県立宇都宮白楊高等学校 出身

内定企業 フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式会社／総合職

事業内容 45rpmブランド　各種アパレル製品の企画・製造・販売

いけだ その

http://bwu.bunka.ac.jp/study/tan/f/
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文化学園大学・短期大学部は、学生一人ひとりの 「好き」 や「強み」を、

将来の「仕事」　に結びつけるしくみを用意しています。

好きなもの、やりたいことを、自分の強みにできる実践的教育。

その強みを、さらに磨けるキャリア形成教育科目、インターンシップ、そして独自の就職サポート。

「自分の生き方を見つけられる」教育環境が、ここにあります。

インターンシップ
（就業体験）

学びを「仕事」につなぐ、ＢＵＮＫＡのしくみ。

夢を具体的な目標へ変える

早い段階から職業意識を持つ

２～３週間の長期インターンシップ（単位化）

アパレル、マスコミ、建設、ホテルなど
多様な業界で実務を体験し、現場を知る

対象学生の約２５％が参加

就職支援

就職活動に役立つ情報提供

年間を通して実施する就職講座

一人ひとりのニーズに合わせた個別支援

学内合同企業セミナー、個別企業説明会

専門分野に特化した特別講座

経験豊富なキャリアアドバイザー

１年次からの
キャリア教育

「クリエイティブキャリア論」
自己表現の方法を身につける

「企業研究」
社会を理解し将来のキャリアを考える

「フレッシュマンキャンプ」

入学後初めてキャリアを考える

一貫した人間力と社会性を身につける

など

実習・体験による
実践的な学び

一人ひとりの
「好き」「強み」

アクティブラーニング・体験型授業

ファッションショーなどへの取り組み

地域や企業との協同プロジェクト

国際交流プログラムの充実

卒業研究展における創作・発表活動

一人ひとりの視野を広げる

表紙に戻る

各取組の詳細については、大学案内書・ホームページをご覧ください。

「好き」を強みに、強みを「仕事」にする。


