
 

MOD’ART INTERNATIONAL フレンチファッション・プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定日程表 

 

 

 

 

 

 

 
 

出発前に行うこと 

 プログラムの特徴 

プログラムについて 

 パリのファッションビジネススクール，モダール・イン

ターナショナル学院での２週間の集中講座です。ファッション

ビジネスの中でも，特にラグジュアリーに特化したブランドマネー

ジメント全般を学びます。ブランドビジネスの最先端で活躍中の

プロフェッショナル達が，講師として授業を担当します。一流ブラ

ンドの展覧会やショーの企画から実施までの制作過程を学ぶこ

とができ，また，最新のコンセプトストアやブティックを訪れての

課外研修も含まれています。 

 

研修校について 

 モダール・インターナショナル学院（明治大学の協定校）はパリ

でも定評のあるデザイナー養成ならびにファッションビジネス教

育を専門に行う教育機関です。卒業生はフランスの主要ブランド

企業にキャリアとして就職しています。 
 

授業について 

ファッションに関する授業は英語で行われます。授業のテーマ

については裏面のプログラムカレンダーを確認してください。フラ

ンス語の簡単な講義を希望する学生は、2 時間程度の実務フラ

ンス語講座に参加可能です。最終授業日には二週間のプログラ

ムで学んだことの印象について、発表する機会があります。 

課外活動 

ラグジュアリーマネジメントについて教室内で学んだことを実際に

街に出て肌で感じることができるよう，さまざまな課外活動が予定さ

れています。講師が同行し，詳しく解説してくれます。 

【予定されている課外活動】 

・老舗ブランドの工房見学 

・Dior や Louis Vuitton 等のブランド店・文化施設見学 

・コンセプトストアの見学 

・ヴァンドーム広場 宝飾店見学 

・ファッション関連展覧会鑑賞 等 

 

引率について 

モダール・インターナショナル学院の日本人講師であり，また，明

治大学商学部特任講師である東野香代子先生が同行します。 

 

参考 URL 

● Mod‘Art International    

http://www.mod-art.org 

● 明治大学商学部 フレンチファッション・プログラム HP 
http://www.meiji.ac.jp/shogaku/exchange/FrenchFashion2022.html 

 

 
 

プログラム詳細 

研修期間： ２０２３年２月１１日（土）～２月２７日（月） 
 

募集人数： １５名－２０名（最少催行人数１５名） 
 

対 象： 学部生 
 

宿 泊 先 ：  Résidence Didot Montparnasse  
94 Rue Didot, Paris, 75014, France 

 

単位・評価： 特別テーマ海外研修科目 B (２単位) 

※次ページ「単位について」を参照してください。 

※他学部生も履修可能ですが，認定の有無については所属 

学部に確認してください 

※履修登録の方法については募集後に別途案内します 

※事前準備講座，現地での学習成果，成果報告の状況を 

みて，総合的に成績を評価します 
 

研修費（概算）： ￥６７５，０００前後 
 

（A） 上記費用に含まれるもの 

□ 研修費全般（講師・教科書・教材） 

□ ホテル滞在費 

□ 空港出発サポート 

□ 現地空港と滞在先の送迎サービス 

□ 危機管理費 

□ 航空運賃（燃油特別付加運賃，空港使用料など含む） 

（B）  費用に含まれないもの 

□ 食費 

□ 自宅⇔空港の交通費 

□ 通学・課外活動交通費（約 6,600 円／2 週間） 

□ 海外旅行保険（約 10,000 円） 
※本学指定の保険に加入が必須です。参加が決定しましたら、

HP より申込書をダウンロードしてお申込みください。 

（商学部生については商学部負担です） 

□ 現地での雑費 

応募資格： 

 募集要項や誓約書の内容に同意できること 

 保護者の同意が得られていること 

 心身ともに海外で生活する上で問題がないこと（持病やアレル

ギーをお持ちの場合はかかりつけ医師の了承を得てください） 
 

募集期間： ２０２２年１０月１１日（火）～１１月１０日（木）１７時 

       

提出書類： 

◎ステップ 1  

 Oh-o!Meiji アンケート機能を用いた申込みフォームに必要事項を

入力して送信する。  

アンケート名：「2022 年フレンチファッション・プログラム研修参加申

込みフォーム」  

回答期間：2022 年 10 月 11 日（火） ～ 11 月 10 日（木）17：00  

 ※「送信ボタン」を押す前に，入力内容が間違っていないか必ず確

認してください。  

◎ステップ 2  

以下の応募書類を，Oh-o! Meiji グループページへアップロード  

提出期間：2022 年 10 月 11 日（火） ～ 11 月 10 日（木）  

グループ名：「FFP2022」  

＜応募書類＞  

① 2022 年度フレンチファッション・プログラム研修 応募用紙 

② 参加申込誓約書 

③ 本人顔写真 

※ 「参加申込誓約書」の提出後は，原則として辞退は認めない 

※ 個人の都合等による日程の変更はできない 

※ フランス国内の社会衛生上（covid-19 感染症対策等）の理由で、研修期

間中に日程が変更となる可能性がある 

※ その他プログラムに関することは、基本的に参加者に Oh-o!Meiji システ

ムやメールなどで連絡するため，メールを転送するなど，受信設定を確

認しておくこと。 
 

奨学金： 

商学部生に対し、５万円程度の助成あり。詳細は対象者に別途案

内。 



事前事後学習 

事前学習 ： 留学先で学ぶテーマに関連したレポートを作成する等，予備知識の習得を行います。 

         日程は下記の通り予定しています。 

第１回 ２０２２年１２月 ５日（月） ５限 和泉キャンパス予定 

第２回 ２０２２年１２月１９日（月） ５限 和泉キャンパス予定 

第３回 ２０２３年 １月１０日（火） ５限 和泉キャンパス予定 

 

事後学習 ： 帰国後，２０２３年２月２８日（火）に報告会を行います。時間，会場については後日お知らせします。 
 

単位について 

商学部科目『特別テーマ海外研修科目 B』を履修登録し，本プログラムを修了した場合，２単位が付与されます。商学部生は

履修制限単位を超えてこの科目を履修できます（４年生は除く）。 

他学部生の履修登録の可否，単位付与の取扱等については申込前に必ず所属学部の事務室に確認してください。  
 

プログラム費用の支払 

詳細は別途ご案内します。 
 

保険加入 

本プログラムに参加する学生は，本学指定の海外旅行保険への加入が義務付けられています。手続きは別途ご案内しま

す。  

 

旅行条件・注意事項 
明治大学は，参加者の安全と健康について十分な注意を払い，万一事故が発生した場合は，可能な限り最善の策を講じますが，その後の

責任は負いかねます。天災，戦争等不慮の災難，ストライキ等によって生じた損害，盗難及び個人行動中の事故等に関し，大学は一切の責

任を負いません。研修先の学校または地域の天候・安全性の諸事情により，募集要項に記載の予定に変更が生じる場合がありますので，

予めご了承ください。個人の都合等による日程の変更は一切認められません。 
 
 

プログラムカレンダー（予定） 

曜日 
日付 

2023 
A.M. P.M. 

土 2/11 JL045 10:55 羽田発 同日 15:40 パリ着 

日 2/12 自由行動 

月 2/13 
オリエンテーション 

ラグジュアリーブランドの基本 
パリ市内のモード関連情報 

火 2/14 ブランドとアートのコラボ 仏ファッション業界の SDGs 授業 

水 2/15 ブランドのアトリエ⾒学 ⾼級宝飾での店内研修 

木 2/16 ビジュアルマーチャンダイジング 
 ビジュアルマーチャンダイジング 

実践 （ブランド店の VMD 見学ツアー） 

金 2/17 ルイ・ヴィトン財団美術館  フランスの宝飾・時計産業 授業 

土 2/18 ヴェルサイユ見学 自由行動 

日 2/19 自由行動 自由行動 

月 2/20 ラグジュアリーの法則 パリの最新モードスポット 課外研修 

火 2/21 イヴ・サンローラン美術館  次世代デザイナー 授業 

水 2/22 オートクチュール 授業   ファッション雑誌の歴史 授業 

木 2/23 フランスの香水産業  香水ミュージアム 見学 

金 2/24 プレゼンテーション  送別会 → 自由行動 

土 2/25 自由行動  

日 2/26 JL046 15:00 パリ発  

月 2/27 14:45 羽田着  

※プログラムは変更となる可能性があります 

【問合せ先】  明治大学商学部事務室（駿河台） 電話 ： 03-3296-4161 

事務取扱 ： 平日 9 時～17 時（11 時 30 分～12 時 30 分除く） 

以上 


