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■パリ校留学コース
■美容学科 通信コース☆
＊４年制大学と同等の卒業資格「高度専門士」を付与
☆美容師『国家資格 合格保証制度』対象コース

 

高度専門士・専門士②、パターンメーキング技術検定①、色彩検
定①、ファッションビジネス能力検定①、カラーコーディネーター
検定①、リテールマーケティング（販売士）検定①、洋裁技術認
定試験①、二級建築士③、商業施設士・商業施設士補①、インテ
リアコーディネーター①、ネイリスト技能検定①、JNAジェルネ
イル技能検定①、パーソナルカラリスト検定①、日本メイクアッ
プ技術検定①、美容師①　他
■『国家資格　合格保証制度』
　厚生労働省が指定する本学の学科において卒業認定を受けた人
で、美容師国家試験に万一合格できなかった場合、卒業後、資格
取得に向けた勉学を継続するために必要な学費は２年間本学が負
担します。（通信コースの適用は１年間）

 

■『完全就職保証制度』
　創立以来、万全の指導体制でプロ就職の確かな実績を上げてき
ました。卒業時に万一就職できない場合、卒業後、就職が決定す
るまでの必要な学費は２年間本学が負担します。（卒業時４０歳未満
対象）
■主な就職先
　GUCCI、CHANEL、オンワード樫山、マッシュスタイルラボ、
ワールド、ユナイテッドアローズ、ベイクルーズ、ヨウジヤマモ
ト、コム デ ギャルソン、四季、ラルフローレン、東京衣裳、宝
塚舞台、クラシスホーム、バウハウス丸栄、資生堂ジャパン、ELC
ジャパン（M・A・C）、パルファン・クリスチャン・ディオール・
ジャポン、LIPPS、LECO、SHIMA、SHACHU 他多数
（モード学園（名古屋・東京・大阪）３校の実績）

 

◆AO入学 選考料免除・入学前スキルアップ講座
◆本学独自の奨学金・国の奨学金など各種奨学金制度（右ページ参照）
◆提携銀行教育ローン（モード学園 教育ローン）
◆提携特典つきアパート・マンション（礼金０円・仲介手数料０円～半額）
◆卒業旅行／校費留学制度
○高度専門士・専門士の付与　 　○生涯バックアップシステム
○インターンシップ制度　　　　 ○週末サロンワーキング制度
○本学指定学生寮　　　　　　 　○通学定期券
○学生割引制度（長距離交通機関、レジャー施設等）

取得資格

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

〒４５０‐０００２　名古屋市中村区名駅４‐２７‐１

TEL（０５２）５８２‐０００１（入学相談室）　FAX（０５２）５８２‐００７７

ホームページアドレス　www.mode.ac.jp

Eメールアドレス　nyugaku.nagoya@mode.ac.jp

　「創造性開発」を教育理念に、業界直結のカリキュラムで即戦
力を育成。企業と連携して学ぶ『産学直結ケーススタディ』や、
ポール・スミス氏、アナ・スイ氏、コシノ ミチコ氏など、世界的
クリエイターによる特別講義・スペシャルゼミなどを随時開講。
ひとり１人の個性を才能に変え、「プロ就職」を実現する実践的
カリキュラムは、「職業実践専門課程」認定校として、認定初年
度から文部科学大臣に認められています。

 

■ファッションデザイン学科 高度専門士コース＊
■ファッションデザイン学科
　ブランドデザイナー専攻／アパレルデザイナー専攻
　メンズデザイナー専攻／キッズデザイナー専攻
　ゲームキャラクターデザイナー専攻／舞台・ステージ衣装専攻
■ファッションテクノロジー学科
　３Dデジタルパタンナー専攻／パターン専攻／アパレル技術専攻
■ファッションビジネス学科
　ファッションプロデューサー専攻／バイヤー・ショップ経営専攻
　ネットビジネス専攻／ファッションコーディネーター専攻
　デジタルファッション専攻
■スタイリスト学科
　広告･雑誌スタイリスト専攻／ファッションスタイリスト専攻
■インテリア学科
　インテリアデザイナー専攻／インテリア・建築士専攻
　空間デザイナー専攻／インテリアコーディネーター専攻
■グラフィック学科
　グラフィックデザイナー専攻／WEB動画・デザイナー専攻
　イラストレーション専攻
■メイク・ネイル学科
メイクアップアーティスト専攻／映像・舞台メイク専攻
トータルビューティアドバイザー専攻

■ヘア・メイクアーティスト学科☆
ヘアメイクアーティス
ト専攻
ブライダルアーティス
ト専攻
サロンオーナー専攻

■美容学科☆
ヘアスタイリスト専攻
ヘアカラーリスト専攻

■総合基礎学科
　ファッション専攻
　メイク・ビューティ専攻

学科説明
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希望者就職率１００％！『完全就職保証制度』は自信の証明

〔理事長〕粕谷 俊彦　〔校長〕柴田 誠 〔入学相談室〕柴田／加藤／宮坂

本校の特色

本校への交通機関

࡞ࡎ࠴࡞ࡑ

ࡦࡠࠨࡊ࠶ࠕࠢࠗࡔࠕࡋ

ࡓ࡞ࡦ࡚ࠪࠗࠛࠢ

地上３６階　総合校舎 モード学園スパイラルタワーズ

就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

２２６２４６卒業者数

２１１２３３就職希望者数

１９３２１６関連分野　 就職者数

１８１７関連外分野 就職者数

４１進学者数

１,２５３※１,２０４※求人会社数

３,５１７※６,３１２※求人人数
※モード学園（名古屋・東京・大阪）３校の実績
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１３５名（常勤　１８名　非常勤　１１７名）教　　員　　数１９６６年創立

［２０２２年度］　９１４名（男子 ２６３名　　女子 ６５１名）
在籍学生総数

１９７６年４月１日認可

［２０２１年度］　９００名（男子 ２６７名　　女子 ６３３名）学校法人日本教育財団法人名称

７,８１８.３㎡校舎面積服飾・家政専門課程、衛生専門課程課程名

地上３６階、地下３階建建物の構造本学では、ひとり１人の「好き」を育て、能力につ
なげる教育を行っています。それは、誰もが必ずもっ
ている、生きる力を開発する教育です。「好き」は意
欲を呼び、意欲は情熱をかきたて、情熱はあらゆる
困難を乗り越えさせる、忍耐力を生み出します。そ
して、困難を乗り越えるたびに、人間の能力は伸び
ていくものです。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

マルチホール、パターンメイキングルーム、コンピュータ
ルーム、フォトスタジオ、ヘア・メイクアップサロン、
デッサンスタジオ、クリエイションルーム、図書室、就職
ガイダンスルーム、ショップリテーリングルーム、ソーイ
ングルーム　他

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!モード提携企業 学費免除制度（提携企業からの奨学金）
!モード提携サロン 奨学金制度（提携サロンからの奨学金）
!MACの会奨学金制度（卒業生会からの奨学金）
!日本学生支援機構奨学金制度（予約採用もできる国の奨学金）
!新聞奨学生制度（奨学金と月額給与）
!通学社員制度（提携企業からの月額給与）
!週末サロンワーキング制度（提携サロンからの月額給与）
!高等教育の修学支援新制度
その他、地方自治体の奨学金など、充実した学費援助システム
があります。詳細は入学相談室まで。

コンテスト実績─世界応募のコンテストなどでコンスタント
にグランプリを受賞。賞金１００万円獲得者１１１名・海外招
待者１,６７８名。（２０２３年３月現在 名古屋・東京・大阪
の実績）
パリ・ローマ卒業旅行─学生生活の最後を飾る卒業旅
行。１０日間で、ファッションの源流パリとローマを訪れる。
夏期研修旅行─夏休みを利用し、ヨーロッパ、アメリカの
歴史と現代に触れる。（自由参加）

就職ガイダンスを必修科目と位置づけ、就職指導
担任が、履歴書の書き方から個別面談、就職作品
制作まで、きめ細かく指導。個々の適性を見つけ、
希望の職業・企業へ導きます。また東京・大阪の
姉妹校と連携した独自の「就職オンラインシステ
ム」で、地元から全国までの就職活動をサポート
しています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●学校案内書
 学校案内書希望者は、入学相談室まで連絡ください。（送料とも無料）　Tel.０５２－５８２－０００１
 本学WEBサイトwww.mode.ac.jp（PC・携帯・スマートフォンに対応）でも請求できます。

●校舎見学・入学相談会　毎日実施
 １０：００～２０：００（日曜・祝日、１２/２６～１/５を除く）
 入学に関する問合せ、校舎見学、学生作品見学希望者には、見学・相談を毎日実施。個別相談は毎日「オンライン」・「電話」で受付中です。
 入学手続、カリキュラムなど、あらゆる質問・疑問に対し、入学相談室の担当者が個別に説明します。

●体験入学・授業見学会など
 毎月実施。あこがれの職業を楽しく体験したり、日常の授業風景を見学したり、将来の夢に近づくことができるチャンスです。
 詳細・日時は入学相談室に問合せ、または本学WEBサイトで確認ください。

●未来創造展
 毎年行われる卒業制作展。国内最大級の学生イベントとして、高いクオリティと個性に溢れた作品を発表。業界やマスコミにも注目されています。

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

●ファッションデザイン学科
●ファッションテクノロジー学科
●ファッションビジネス学科
●ファッション学科

●総合基礎学科
●パリ校留学コース

●ファッションビジネス学科★
●ファッションデザイン学科★
●スタイリスト学科★
●メイク・ネイル学科★
●美容学科★

●ファッションデザイン学科
　高度専門士コース★
●ファッションデザイン学科★
●ファッションテクノロジー学科★
●インテリア学科★
●グラフィック学科★
●ヘア・メイクアーティスト学科★

（夜）１～３年（昼）１～３年（昼）２年（昼）３～４年

１２０名３４５名

――

――

――

――

――

――

１０月１日～定員になり次第締切

書類選考・面接

――

１０,０００円３０,０００円

有（専・６／１～） 　

７２０時間
（学科により異なる）

１,１５２時間（学科により異なる）

１８時間（学科により異なる）３２時間（週５日制）（学科により異なる）

５０,０００円２５０,０００円

２５０,０００円～３２０,０００円（学科により異なる）７４０,０００円～８００,０００円（学科により異なる）

７３,０００円～９３,０００円（学科により異なる）３４９,０００円

３,５００円～４２,５００円（学科により異なる）３３,５００円～８５,５００円（学科により異なる）総合基礎学科メイク・ビューティ専攻／メイク・ネイル学科／美容学科／ヘア・メイクアーティスト学科は１１８,５００円～２５７,５００円（学科により異なる）

２,０００円～５,０００円個別で必要な月額教材実費（１カ月）２,０００円～８,０００円

家政
分野


