
ファッションウィーク実施内容 / Fashion Week Schedule 

 

 

オープニングショー / Opening Show 

日時 Time/date： 11/29（水）Wed.  12:10 - 12:25 

場所 Venue： カフェテリア Cafeteria 

 

In lieu of an opening parade, we will have a 15 minute opening show during the lunch break 

at the cafeteria.  We will give priority to student designers from APU. We have one designer 

from Bangladesh, one from Pakistan, and another from Russia. The objective of this event 

is to promote fashion culture and develop designer creativity.  Likewise, we want to 

promote positive body image by showcasing models with different body types. 

ウィークのオープニングとして、カフェテリアで 15 分間のファッションショーを催します。デザイ

ナーは、バングラデシュ、パキスタン、ロシア出身の APU の学生たちです。 

このイベントの目的は、ファッション文化の推進と、デザイナーの創造力を高めることです。同時

に、異なる体型のモデルを起用し、それぞれに合ったお洒落を促したいと思います。 

 

 

ファッション展示・写真展「Model for a Day」/Fashion Exhibition & Photo Booth 

“Model for a Day” 

日時 Time/date：11/29（水）Wed. - 12/1（金）Fri.  08：45 - 19：30 

場所 Venue：カフェテリア三角コーナー Cafeteria Triangle 

 

Photography exhibition of past AFW shows since 2014.  We will showcase creative 

photography for students to appreciate this art form.   

The objective of this activity is for students to appreciate their own uniqueness through the 

art of portrait and fashion photography.  A student photographer will take pictures during 

the 2nd, 3rd, and 4th periods and upload the pictures to the AFW Facebook page. 

2014 年以降の APU ファッションウィークの写真展示です。学生にファッションのすばらしさを知

ってもらうために、創造的な写真を展示します。 

このイベントの目的は、ポートレイトとファッションの写真を通して、学生が自分自身の個性に感

謝できる機会を作ることです。 

2－4 限には、学生カメラマンが、来場者の皆様の写真を撮って、AFW フェイスブック・ページにア

ップします。 

 

 

メイクアップ・レッスン/Makeup Lessons 

日時 Time/date：11/29（水）Wed. 12:25 - 14：00 

場所 Venue： ミレニアムホール リハーサルルーム Millennium Hall, Rehearsal Room 

 

Professional creative director Mr. Chritoper Delfin, will teach makeup to models, makeup 

teams, and any interested students.  The objective is to show basic, professional, and 



advanced makeup techniques aimed for everyday or evening use and stage show 

performances.  This aims to develop positive body image and confidence among students 

on their perception of beauty. 

プロのクリエイティブ・ディレクターChritoper Delfin 氏が、学生モデルやメイクアップチーム、

美容に興味のある学生たちを対象に、普段のメイク、パーティ用・ステージショー用のメイクなど、

基礎から専門的なメイク技術を教えます。 

このイベントの目的は、学生たちに、美しさとは何かについて考えてもらい、それぞれに合ったお

洒落と自信をつけてもらうことです。 

 

 

写真撮影ワークショップ/Photography Workshop 

日時 Time/date：11/29（水）Wed.  14：15 - 16：00 

場所 Venue： ミレニアムホール リハーサルルーム Millennium Hall, Rehearsal Room 

 

Fashion photographer Mike Cortez will teach APU students basic fashion photography.  The 

objective of this activity is to explore the creativity of students in the art of photography. 

ファッションカメラマンのマイク・コルテズ氏（APU 国際経営学部准教授）が、APU 学生に基本的

なファッション写真撮影を教えます。 

この活動の目的は、写真撮影を通して、学生が創造性を探求することです。 

 

 

 

デジタル画像ワークショップ/Digital Imaging Workshop 

日時 Time/date：11/29（水）Wed.  16：05 - 17：40 

場所 Venue： ミレニアムホール リハーサルルーム Millennium Hall, Rehearsal Room 

 

Professor Alejandro Morales will teach digital imaging with Adobe Lightroom to aspiring 

photographers. The objective of this activity is to teach students proper post processing 

techniques in shooting multicultural shows. 

アレハンドロ・モラレス氏（APU 言語教育センター嘱託講師）が、アドビ Lightroom でのデジタル

画像処理を教えます。 

この活動の目的は、学生が多文化ショーを撮影したときの処理技術を教えることです。 

 

 

 

ランウェイ・レッスン/Runway Lessons 

日時 Time/date：11/29（水）Wed.  17：55 - 19：30 

場所 Venue： ミレニアムホール ステージ Millennium Hall, STAGE 

 

Professional creative director Mr. Chritoper Delfin will teach students to walk the runway.  

The objective of this activity is to develop positive body image and confidence. 

プロのクリエイティブ・ディレクターChritoper Delfin 氏が、学生にランウェイの歩き方を教えま

す。 

この活動の目的は、参加者が印象のよい身体姿勢と自信を持つことです。 



 

 

 

セカンドマチネーショー/Second Matinee Show 

日時 Time/date： 11/30（木）Thu.  12:00 - 12:15 

場所 Venue： カフェテリアサイネージ前  Cafeteria 

 

For the second matinee show, we will have a 15 minute opening show during the lunch 

break at the cafeteria.  We will showcase some professional designer works.  The objective 

of this activity is to show professionalized fashion design and appreciate works from 

different cultures.   

お昼にカフェテリアで、プロのデザイナーがデザインした服のファッションショーを開催します。 

この活動の目的は、プロのファッションデザインをご覧いただき、様々な文化の作品を楽しんでい

ただくことです。 

 

 

グランドファッションショー「Celebrate!」/Grand Fashion Show:  Celebrate! 

日時 Time/date：12/1（金）Fri. 18:00 - 20:30  

場所 Venue： ミレ二アムホール Millennium Hall 

 
18:15 - Sustainable Video Presentation    

18:30 - Ditta Sandico (Philippines) 

18:40 - Ulysses King (Philippines) 

18:45 - Harvic G. Dominguez (Philippines) 

18:50 - Rian Fernandez (Philippines) 

18:55 - Khawaja Anza Shahzad (Pakistan) 

19:00 - Intermission and video presentation 

19:20 - Fariha Nowroz Promy (Bangladesh) 

19:25 - Mark Tamayo (Philippines) 

19:30 - Huynh Hai Long (Vietnam) 

19:35 - Curtain Call of Cast and Crew 

* We plan to end around 20:00 if we have more participating designers.  

参加デザイナーが増えた場合は、20:00 頃の終了予定です。 

 


