
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 
設置者名 学校法人群馬県美容学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

商業実務 

専門課程 

ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ

学科（旧：ﾌﾞﾗｲﾀﾞ

ﾙ･ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ学科） 

夜 ・

通信 
1320時間 160時間  

ﾎﾃﾙ･旅館･ﾘｿﾞｰﾄ

学科 

夜 ・

通信 
1300時間 160時間  

葬祭ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ学科 
夜 ・

通信 
790時間 

160時間 

 
 

（備考）葬祭ディレクター学科は完成年度前により 1 学年のみの授業科目で計上し

た。 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
ホームページによる公表   URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部の“シラバス

等”内に記載） 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 
設置者名 学校法人群馬県美容学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページにより公表 URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、“財務諸表

等”の事業報告内に記載） 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 会計事務所代表 3年 財務 

非常勤 労務管理事務所代表 3年 労務 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 

設置者名 学校法人群馬県美容学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

【授業計画書（シラバス）の作成過程】 

前年に実施された、授業評価アンケートをもとに講師と教務でシラバスと授業構築の

見直しをして次年度の作成をする。 

 

【授業計画書の作成・公表時期】 

講師と教務での見直し後、授業計画書（シラバス）の作成をする。公表時期は新年度

始まり早い時期に学生に配布、ホームページ上での公表も同様。 

 

授業計画書の公表方法 

ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOPページ下部、“シラバス

等”） 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
【単位授与又は履修認定の厳格かつ適正な実施状況】 

・単位計算方法は、講義および演習については１５時間から２０時間をもって１単位

とする。実習および実技については３０時間～４５時間をもって１単位とする。 

・卒業までに履修させる単位はウェディングプランナー学科においては９７単位以

上、ホテル・旅館・リゾート学科においては１０３単位以上、葬祭ディレクター学科

においては８４単位以上を修得したもの。 

・１年次におけるインターンシップは実働３０時間を実習演習科目のインターンシッ

プで１単位として卒業単位に認める。 

・２年次の必須の海外研修はウェディングプランナー学科においては海外リゾートウ

ェディング実地研修の１単位、ホテル・旅館・リゾート学科においては海外リゾート

ホテル実地研修の１単位としてそれぞれ卒業単位に認める。 

・各授業科目の成績評価は各学期末に行う試験、実習の成果、レポート内容、提出状

況、受講態度などを総合的に勘案し、各授業科目を修了したものに所定の単位を与え

る。担当講師により、試験、レポート、学修成果を厳格に評価する。 

・履修認定に必要な単位取得、成績評価の方法には履修管理ソフトを使用して、予め

設定した履修時間や成績（評価）が厳格かつ適正に管理し、単位授与又は履修設定を

実施している。 

 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

【客観的な指標の具体的な内容】 

学修の評価は、科目により試験得点による評価や実習の成果、レポート内容・提

出状況、受講態度等を総合的に勘案し５段階の成績評価とし、C 評価以上を合格

とする。 

S：特に優秀な成績・・・１００～９０点 
A：すぐれた成績・・・８９～８０点 
B：一応その科目の要求を満たす成績・・・７９～７０点 
C：合格と認められる最低の成績・・・６９～６０点 
F：不合格・・・５９点以下 
履修管理ソフトを導入しており、上記によって出された各科目の成績、順位、平均点、

評価が明確に管理されて指標の算出に役立てている。 

 

【客観的な指標の適切な実施状況】 

上記によって導き出された、学生個人の全ての試験科目の成績を合計し、個人の平均

点を算出する。学科ごとに全学生の平均点を算出し指標分布を作成する。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOPページ下部、“成績評価

に関する…”） 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

【卒業認定に関する方針の具体的な内容】 

 

・本学に２年以上在学し学科ごとに定める授業科目を全て履修し、ウェディングプラ

ンナー学科においては９７単位以上、ホテル・旅館・リゾート学科においては１０３

単位以上、葬祭ディレクター学科においては８４単位以上修得したもの。 

・納入すべき授業料その他の金額をすべて納入しているもの。 

・卒業認定会議にて附して卒業を認定する。 

 

卒業認定会議では、上記の卒業単位の履修と納入すべき授業料その他の金額をすべて

納入しているもののほかに、本校の校訓である「３Ｈの法則」に基づいて、Heart（ま

ごころ）、Ｈead（知識）、Ｈand（技能・所作）をバランス良く学び、総合力を身につ

け、社会に貢献できる有用な人材になっているのかどうかも加味しながら、教員と校

長とで卒業認定について話し合い、学生に「卒業認定通知」を出す。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

ホームページにより公表 

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOPページ下部、“成績評

価に関する…”） 
 

  

http://www.gbbc-ac.jp/
http://www.gbbc-ac.jp/


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 

設置者名 学校法人群馬県美容学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、

“財務諸表等”） 

収支計算書又は損益計算書 
ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、

“財務諸表等”） 

財産目録 
ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、

“財務諸表等”） 

事業報告書 
ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、

“財務諸表等”） 

監事による監査報告（書） 
ホームページにより公表  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部、

“財務諸表等”） 
 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 
商業実務専門

課程 

ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ学科 

(旧：ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ･ｳｴﾃﾞｨﾝ

ｸﾞ学科) 

〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 

 

昼  

1800単位時間／単位 

1310 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

490 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

40人 16人 0人 3人 10人 13人 

 
カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 
冠婚葬祭業、観光業、宿泊業、またこれらを取り巻くサービス業界などに必要な専門知識

と実践的な技能を授けるとともに、豊かな人間性を備えた人材の育成を目的とする。 

ウェディングプランナー学科においては、結婚式のプランニングを中心にドレスコーデ

ィネート、レストランサービスなど総合的な知識・技術・ビジネス感覚が必要とされるウ

ェディングプランナーを目指すために必要なカリキュラムを修得していきます。 

 

http://www.gbbc-ac.jp/


  

成績評価の基準・方法 

（概要） 
各授業科目の成績評価は、各学期末に行う試験、実習の成果、レポート内容・提出状況、

受講態度等を総合的に勘案し、各授業科目を修了したものに所定の単位を与える。 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

【進級】 
ウェディングプランナー学科の学生は、卒業に必要な課目をすべて履修しなければなら

ない。学修の評価は、科目により試験得点による評価や実習の成果、レポート内容・提出

状況、受講態度等を総合的に勘案し５段階の成績評価とし、C 評価以上を合格とする。 

・校長は、次の各号に該当する者について進級認定会議に附して進級を認定する。 

①１年次に定められた授業科目を履修し、単位を修得したもの。 

②１年次に納入すべき授業料その他の金額をすべて納入しているもの。 

【卒業】 
卒業までに履修させる単位数は、ウェディングプランナー学科においては９７単位以上

ウェディングプランナー学科、１年次におけるインターンシップは、実働３０時間を実習

演習科目のインターンシップで１単位として卒業単位に認める。２年次の必須の海外研

修は、ウェディングプランナー学科においては海外ウェディング実地研修の１単位、卒業

単位に認める  

学修支援等 

（概要） 

【校内に学生用パソコンを設置】学修や就職等に必要な情報等を自由に得たり、書類

等の作成から印刷まですることができる。 

【就職サポート】 

個別面接指導や就職試験対策、自己分析、インターンシップ等により学生一人一人の

就職をサポートしています。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 15人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

15人 

（  100％） 

0人 

（ 0％） 

（主な就職、業界等） 

ホテル・ブライダル・葬祭セレモニー・ドレス・フラワー業界 

（就職指導内容） 

キャリアデザインから企業研究、エントリーシート作成、履歴書（志望動機）作成 

ＳＰＩ、グループディスカッション、グループ面接、個人面接などの指導 

試験のタイミングに合わせた指導。 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

授業内で対策授業を行っている。 

模擬テストなど練習問題を作成対応している。 

フラワー装飾技能検定、レストランサービス技能検定、ブライダルコーディネート技能

検定、日本の宿おもてなし検定、ホテルビジネス実務検定、認定ウェディングスペシャ

リスト、認定日本のウェディングプランナー、認定日本のドレスコーディネーター、販

売士検定、秘書実務検定 



  

 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  24 人 1人  4.2％ 

（中途退学の主な理由） 

金銭的理由による進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

ロングホームルームを多く設け学生の変化や状況を把握するように心掛ける。 

ＯＢ、ＯＧ来校の際には、アドバイスをしてもらうが、在校生の心に響いているので

今後も続けて実施する。 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 
商業実務専門

課程 
ﾎﾃﾙ･旅館･ﾘｿﾞｰﾄ学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 

 

昼  

1760単位時間／単位 

1510 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

250 

単位時間

/単位 

 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

20人 3人 0人 3人 9人 12人 

 
カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 
冠婚葬祭業、観光業、宿泊業、またこれらを取り巻くサービス業界などに必要な専門知識

と実践的な技能を授けるとともに、豊かな人間性を備えた人材の育成を目的とする。 

ホテル・旅館・リゾート学科においては、フロントやドアマン、コンシェルジュ、仲居な

どホテル・旅館スタッフの様々な職種やセクションに対応したカリキュラム編成で学ん

でいきます。更に国内旅行業務取扱管理者、観光士の資格取得を目指し、ホテル・旅館に

加え観光・旅行の分野まで網羅したカリキュラムの修得をします。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

各授業科目の成績評価は、各学期末に行う試験、実習の成果、レポート内容・提出状況、

受講態度等を総合的に勘案し、各授業科目を修了したものに所定の単位を与える。 

 
 
 
 



  

卒業・進級の認定基準 

（概要）  

【進級】 

ホテル・旅館・リゾート学科においては１０３単位以上とする。 
ホテル・旅館・リゾート学科の学生は、卒業に必要な課目をすべて履修しなければならな

い。学修の評価は、科目により試験得点による評価や実習の成果、レポート内容・提出状

況、受講態度等を総合的に勘案し５段階の成績評価とし、C 評価以上を合格とする。 

・校長は、次の各号に該当する者について進級認定会議に附して進級を認定する。 

①１年次に定められた授業科目を履修し、単位を修得したもの。 

②１年次に納入すべき授業料その他の金額をすべて納入しているもの。 

 

【卒業】 

ホテル・旅館・リゾート学科の１年次におけるインターンシップは、実働３０時間を

実習演習科目のインターンシップで１単位として卒業単位に認める。祭ディレクター

学科の 1 年次におけるインターンシップ実働６０時間、２年次におけるインターン

シップ実働６０時間は、実習演習科目のインターンシップでそれぞれ２単位として卒

業単位に認める。但し、別に定める要件を満たすこと。 

９ ２年次の必須の海外研修は、ウェディングプランナー学科においては海外ウェデ

ィング実地研修の１単位、ホテル・旅館・リゾート学科においては海外リゾートホテ

ル実地研修の１単位としてそれぞれ卒業単位に認める。 

学修支援等 

（概要） 

【校内に学生用パソコンを設置】学修や就職等に必要な情報等を自由に得たり、書類

等の作成から印刷まですることができる。 

【就職サポート】 

個別面接指導や就職試験対策、自己分析、インターンシップ等により学生一人一人の

就職をサポートしています。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 0人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

0人 

（  0％） 

0人 

（  ％） 

（主な就職、業界等） 

卒業者なし 

（就職指導内容） 

 卒業者なし 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

卒業者なし 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

 

 



  

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  3人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由） 

 中途退学者なし 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

ロングホームルームを多く設け学生の変化や状況を把握するように心掛ける。 

ＯＢ、ＯＧ来校の際には、アドバイスをしてもらうが、在校生の心に響いているので

今後も続けて実施する。 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 
商業実務専門

課程 
葬祭ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ学科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 

 

昼  

1720単位時間／単位 

1060 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

660 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

20人 1人 0人 3人 7人 10人 

 
カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 
冠婚葬祭業、観光業、宿泊業、またこれらを取り巻くサービス業界などに必要な専門知識

と実践的な技能を授けるとともに、豊かな人間性を備えた人材の育成を目的とする。 

葬祭ディレクター学科では、悲しみに包まれたご遺族の心のケアから葬祭に関する基本

的な接遇マナーや葬祭ビジネス・公衆衛生などの専門知識、祭壇設営、葬儀装飾。フラワ

ー、料飲サービスなどの専門知識を総合的に取得し、ご遺族の想いに寄り添い 

成績評価の基準・方法 

（概要） 
各授業科目の成績評価は、各学期末に行う試験、実習の成果、レポート内容・提出状況、

受講態度等を総合的に勘案し、各授業科目を修了したものに所定の単位を与える。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）  

【進級】 
葬祭ディレクター学科の学生は、卒業に必要な課目をすべて履修しなければならない。学

修の評価は、科目により試験得点による評価や実習の成果、レポート内容・提出状況、受

講態度等を総合的に勘案し５段階の成績評価とし、C 評価以上を合格とする。 

・校長は、次の各号に該当する者について進級認定会議に附して進級を認定する。 

①１年次に定められた授業科目を履修し、単位を修得したもの。 

②１年次に納入すべき授業料その他の金額をすべて納入しているもの。 

 

【卒業】 

卒業までに履修させる単位数は、葬祭ディレクター学科においては８４単位以上とする。 



  

葬祭ディレクター学科の 1 年次におけるインターンシップ実働６０時間、２年次におけ

るインターンシップ実働６０時間は、実習演習科目のインターンシップでそれぞれ２単

位として卒業単位に認める。但し、別に定める要件を満たすこと。 

学修支援等 

（概要） 

【校内に学生用パソコンを設置】学修や就職等に必要な情報等を自由に得たり、書類

等の作成から印刷まですることができる。 

【就職サポート】 

個別面接指導や就職試験対策、自己分析、インターンシップ等により学生一人一人の

就職をサポートしています。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 0人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

0人 

（  0％） 

0人 

（  0％） 

（主な就職、業界等） 

完成年度前の為、卒業生なし 

（就職指導内容） 

完成年度前の為、卒業生なし 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

完成年度前の為、卒業生なし 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  0人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由） 

中途退学者なし 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

ロングホームルームを多く設け学生の変化や状況を把握するように心掛ける。 

ＯＢ、ＯＧ来校の際には、アドバイスをしてもらうが、在校生の心に響いているので

今後も続けて実施する。 

 

 

 

 

 

 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ学科 

ﾎﾃﾙ・旅館・ﾘｿﾞｰﾄ学科 

葬祭ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ学科 

100,000 円 580,000 円 470,000 円 

実習・研修費 

270,000 円 

施設設備費  

200,000 円 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
ホームページにより公表 
（現在は H29 年度の情報、H30 年度の情報は 9～10 月頃にアップする予定）  

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部の「学校情報」） 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

【評価項目】 

１）教育理念・目標 

２）学校運営 

３）教育活動 

４）学修成果 

５）学生支援 

６）教育環境 

７）学生の受け入れ募集 

８）財務 

９）法令等の遵守 

１０）社会貢献・地域貢献 

【評価委員会の構成】 

企業委員 3名 

【評価の活用方法】 

学校教育活動等の総合的な状況について、学校関係者評価委員が基準を満たしている

かどうかの判断を中心とした評価を実施する。評価の結果を受け、学校運営や教育活

動についての見直しや改善を行うことで実践的な職業教育を行い、業界で活躍できる

人材の育成に努める。 

【学校関係者評価委員会の開催時期】 

前年度の自己評価に対する評価を当年度の 8月頃に委員会を開催 

【学校関係者評価結果の公表時期】 

前年度に対する評価結果を通年当年度の 9～10月頃にホームページに公表する 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

群馬県旅館ﾎﾃﾙ生活衛生同業組合 H30 年 4 月 1 日～R3 年

3月 31日 

企業等委員 



  

新井博法律事務所 H30 年 4 月 1 日～R3 年

3月 31日 

企業等委員 

有限会社富岡労務管理事務所 H30 年 4 月 1 日～R3 年

3月 31日 

企業等委員 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
ホームページにより公表 
（現在は H29 年度の情報、H30 年度の情報は 9～10 月頃にアップする予定） 

URL：http://www.gbbc-ac.jp/（TOP ページ下部の「学校情報」） 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

「学校パンフレット及び募集要項」本校ホームページ（http://www.gbbc-ac.jp/）の

TOP ページ右上の“資料請求”からか電話での資料請求により入手可能 

 


