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国際ホテル・ブライダル専門学校 



(1)学校の概要、目標 

●教育理念・教育方針・教育指針 

 

１． 建学の精神 

 

国際ホテル・ブライダル専門学校は、ホテル、ブライダル、葬祭に関する専門教育を行い、高度な専門技

術、技能を修得させるとともに、豊かな人間性とホスピタリティ精神を持ち、地域社会、国家、国際社会

の発展に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 

 

２． 校訓 

 

「創造・挑戦・実行」 

 

 

３．「人間力」育成のための指針 

 

国際ホテル・ブライダル専門学校では、ホスピタリティ精神を身につけ、かつ自ら行動できる人材を育

成します。ホテル。ブライダル、葬祭に関る専門知識や技術の習得だけでなく、下記の 7つのテーマを

中心に「人間力」の育成にも力を入れています。 
 

 

テーマ 学生の到達目標 指導のねらい 

1.実践行動学 自らの夢を描き、実現するための目

標を明確にすることでモチベーショ

ンを向上・維持し、また諦めず継続的

に学習し目標達成に向け前向きに行

動することができる。 

学生一人ひとりが、自分の能力や適性を把握し、

自分を生かす適切な進路を選択できるようにす

る。また、将来の目標をもち、実現に向け笑顔で

前向きな努力と達成の喜びや幸福を感じることの

できる人材を育成する。 

2.礼儀・礼節 あいさつは、人間関係の最も重要な

コミュニケーションであり、笑顔で

元気にあいさつを交わすことがで

き、状況に応じた正しい言葉遣いや

行動ができる。また、これらの言動を

通して感謝の心を持つことができ

る。 

礼儀の大切さを知り、誰に対しても真心をもって

接し、お互いに気持ちよく生活をしようとする心

情を育てる。また、自分たちの生活を支えている

人々を尊敬し、感謝する心情を育む。 

3.清潔 自らの身だしなみを整え、校舎内・外

の環境をきれいに保つことで、自分

の心を磨くことができる。 

社会人・職業人としてふさわしい身だしなみや環

境を整える気持ちと習慣を身につけ、卒業後も社

会人・職業人として調和のとれる人材を育成する。 

4.地域貢献 地域行事への参加を通して地域に関

心や愛着を持ち、地域社会の一員で

あることを自覚することができる。 

地域の良さを発見しそれを大切にする心情を育て

るとともに、地域に寄与する人材を育成する。 

5.国際理解 海外研修や留学生との交流を通し

て、異文化を受け入れ、素直で他を尊

海外の文化・風習や一流の人々・技術に触れるこ

とで、社会人として広い視野をもった人材を育成



重する精神を持つことができる。 する。 

6.奉仕 ボランティア活動を通して、他人を

思いやる謙虚な気持ち、公共のため

に尽くす心を持ち、人と人とのつな

がりを実感することができる。 

福祉の重要性や社会弱者に対する理解を深めると

ともに、他の人々に対する思いやりの心、公共の

ために尽くす心をもった人材を育成する。 

7.集団行動 集団の中で他者と協調し、達成すべ

き目標や行うべき行動の実現を通し

て、リーダーシップを学び自らが果

たすべき責任や役割の重要さを身に

付けることができる。 

各種校内外活動・学級指導を通して個性を伸ばし

ながら集団の一員として自立した心を育成する。

また、自ら果たすべき責任や役割の重要さを身に

つけた人材を育成する。 

 

 

 

●所在地・連絡先 

 

〒951-8063 新潟市中央区古町通 7 番町 935番 NSGスクエア 4F 

TEL 025-227-5600  FAX 025-227-5601  http://www.wish-web.com/index.html 

 

●学校の沿革 

 

平成15年 4月 開校準備室設置 

平成15年 7月  新潟県知事に設置認可申請書提出 

平成16年 1月  新潟県知事より設置認可を受ける 

平成16年 4月  新潟市中央区古町通7番町935番において開校。初代校長に山﨑則正就任 

平成21年 4月  NSG学生総合プラザ内に校舎移転(新潟市中央区紫竹山6-3-5) 

平成25年 4月 「国際ホテル・ブライダル科(3年制)」設置 

平成26年 3月 「ホテル・ブライダル科」が文部科学省より職業実践専門課程の認可を受ける 

平成27年 4月 「葬祭ディレクター科(2年制)」設置 

平成28年 4月 「国際ホテル科」に学科名変更       

平成31年 4月  NSGスクエア内に校舎移転(新潟市中央区古町通7番町935番 NSGスクエア4F) 

現在に至る 
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(2)各科の教育 

 

●学科・定員・就業年限・在籍数  令和元年 6月 30日現在 

 

 

  
2019年度 (人) 

年 

制 

定 

員 

1 

年 

2 

年 

3 

年 

合 

計 

国際ホテル科 3 5 4 8 5 17 

ホテル・ブライダル科 2 80 75 69  144 

葬祭ディレクター科 2 10 9 2  11 

ホテル・ブライダル研究科 1 10 0   0 

   合計   88 79 5 172 

 

 

●学科概要 

 

学科名 学ぶ内容・育成する人材 

国際ホテル科 学内外での講義、実習、及び語学留学と国内外でのインターンシップで

多くの現場を経験し、語学を生かしたホテルスタッフを目指します。海

外でも活躍できる人間力、国際レベルでのホスピタリテイを身につけま

す。 

ホテル・ブライダル科 学内外での講義、実習、及びイベントプロデュースやインターンシップ

などを通して、企画力、強調力、提案力、実行力を養い、ホテルのフロ

ントや料飲サービスのスタッフ、ブライダルプランナー、ブライダルア

テンダー、ドレススタイリストなどとして、即戦力となる人材を育成し

ます。 

葬祭ディレクター科 葬義と宗教の関係、歴史、葬義装飾、納棺技法などの知識や技能を修得

し、遺族の心に寄り添った接遇や対応ができる葬祭ディレクターを目指

します。 

ホテル・ブライダル研究科 2 年制学科で学んだ、ホテル、ブライダル分野に関して、より高次のス

キル修得を目指します。入学対象は当校卒業生のみ。 

 

 

 

 

 



●進級・卒業の要件 

 

≪進級条件≫ 

① 年間総授業時間数の８０％以上を出席した者   ② 科目の評価が全て「Ｄ」以上である者 

③ 学費及びその他納入金を完納した者。または所定の手続きを終えた者 

≪卒業条件≫ 

① 年間総授業時間数の８０％以上を出席した者   ② 科目の評価が全て「Ｄ」以上である者 

③ 学費及びその他納入金を完納した者。 

 

●取得目標資格、検定 

 

新潟県内唯一の専門分野校として、ブライダル・ホテル・葬祭業界への就職に有利な資格、検定に加え、

ビジネススキル系検定も取得目標として設定し、合格を目指した対策指導を実施しています。 

≪主な取得可能資格・目標検定≫  

・レストランサービス技能検定 3 級 

・アシスタント･ブライダル･コーディネーター検定 

・厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査 2級 

・アシスタント･ホスピタリティ･コーディネーター 

・WBJ認定 ウエディングプランナー 

・WBJ認定 ドレスコーディネーター 

・日本マナー・プロトコール協会認定 マナー・プロトコール検定 

・日本ケアフィットサービス協会認定 サービス介助士 

・日本ネイリスト協会認定 ネイリスト検定 

・パーソナルカラー検定 

・実用英語検定 

・TOEIC 

・コミュニケーション検定 

・京都きもの学院着付け 中級・上級 

・WBW 認定ウエディングスペシャリスト 

・フォーマルスペシャリスト認定試験 

・Word 文書処理技能認定試験 

・Excel 表計算処理技能認定試験 

・PowerPoint プレゼンテーション技能認定試験 

・ビジネス文書検定 

・ビジネス実務マナー検定 

・秘書技能検定 

・漢字能力検定  他 

 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「資格・検定」http://www.wish-web.com/license.html 

http://www.wish-web.com/license.html
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 (3)教職員 

●教職員数  令和元年 4月 1日現在 

 

 分類 人数 

1 学校長 1名 

2 副校長 1名 

3 顧問 2名 

4 教務部   7名 

5 事務局 3名 

6 講師   30名 

7 教務補助   1名 

 

●教員講師の専門分野 

 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「講師紹介」 http://www.wish-web.com/kousi.html 

 

 

 

(4) 就職実績・就職サポート体制 

 

●就職実績 令和元年 6月 30日現在 

                   

 

平成 30年度 

卒業者数 
就職      

希望者数 
就職者数 

就職希望者

に対する 

就職率 

国際ホテル科 2 2 2 100% 

ホテル・ブライダル科 75 75 75 100% 

葬祭ディレクター科 8 8 8 100% 

合計 85 85 85 100% 

 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「就職サポート」http://www.wish-web.com/shuushoku.html 

http://www.wish-web.com/kousi.html
http://www.wish-web.com/kousi.html
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(5)教育活動・教育環境 

 

●学校行事・キャンパスライフ 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「イベント」 http://www.wish-web.com/hosupitariti.html 

 

●ボランテイア活動実績(H30年度実績) 

 

実施月 イベント名 主催 

6月 盲導犬ﾊｰﾄ募金活動 にいがた盲導犬ﾊｰﾈｽの会 

8月 日本海夕日コンサート 日本海夕日ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会 

8月 新潟まつり花火会場 ゴミマナーPR 新潟まつり実行委員会 

8月 明和義人祭 運営ボランティア 明和義人祭実行委員会  

8月 明和義人祭 踊り手 明和義人祭実行委員会 

9月 にいがた総おどり運営ボランティア 新潟総踊り祭実行委員会 

9月 にいがた総おどり 踊り手 新潟総踊り祭実行委員会 

10月 盲導犬ﾊｰﾄ募金活動 にいがた・盲導犬ﾊｰﾈｽの会 

10月 スポーツ公園エンジョイラン 新潟市都市緑化センター 

12月 アルビレックス応援パフォーマンス NSGカレッジリーグ 

年間 献血協力 献血センター 

 

●施設・設備 

 

【主な施設・実習室】 

ホームルーム教室(講義室) 

レストラン実習室 

バーラウンジ 

バンケットルーム(大研修室) 

客室(シングルルーム、ダブルルーム、ロイヤルスウィートルーム) 

フロント 

チャペル 

ドレスルーム 

神殿 

ビューテイ実習室 

葬祭実習室 

 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「学校施設案内」 http://www.wish-web.com/facility.html 

 

http://www.wish-web.com/hosupitariti.html
http://www.wish-web.com/hosupitariti.html
http://www.wish-web.com/facility.html
http://www.wish-web.com/facility.html


●サークル活動 

 

学校認定サークルは専門分野の技術・技能、人間力、コミュニケーション力を伸ばすと共に、専攻分野

を超えて学生及び教職員との交流、親睦を深め、人間性、協調性を養うことを目的として実施する。 

【学校認定サークル】 

サービス部・・・サービスパーソンとしての技能を高めることを目的として放課後に活動。フルーツカ

ッティング練習、オリジナルカクテル作成等。 

 

 

 (6)学生の生活支援 

●学生寮・アパート紹介制度 

学校までのアクセスと生活の利便性を考慮して、学生寮(男子寮・女子寮)を設けている。  

また、不動産会社との提携によるアパート紹介制度があり、急なトラブルに 24時間対応のサポートサー

ビスもあり、安心して独り暮らしがおくれる。 

 

●アルバイト紹介  

アルバイト届けを担任に提出し、学業に支障のない範囲でのアルバイトを許可している。 

学校宛のアルバイト求人票(結婚式所、ホテル、レストラン等のアルバイト求人等の専門求人あり) 

のホームルーム掲示や、アルバイト求人情報誌の無料配布を行っている。 

 

●スクールカウンセラー  

専門のカウンセラーの先生が学生からのあらゆる悩みについて相談に対応。 

 

●通学定期・学割の発行 

通学定期や学割などの適用を受けることができる。 

 

●学生総合保障制度 

授業中・実習中・通学中など様々な場面での障害事故及び賠償事故を補償する制度がある。 

 

●その他 学校提携割引き特典等  

提携自動車学校･･･新潟市内の自動車学校と提携し、特別価格で学生の運転免許取得をサポート。 

リクルートスーツ購入･･･提携店の利用で、特別割引価格で購入可能 

卒業式晴れ着レンタル･･･学内で試着会開催し、特別割引価格でレンタル可能 

 

 

 

 

 



(7)学生納付金・就学支援の状況 

●学生納付金 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

「学生納付金」 http://www.wish-web.com/common/pdf/gakuhi2017.pdf 

 

 

●就学のための経済的支援措置 

姉妹校グループ共通で経済支援を実施しています。 

 

下記 URL をご参照ください 

「奨学金」「提携ローン」「学費サポート」 

http://mydreams.jp/scholarship.html?_ga=2.4257459.1075194425.1509418183-908926416.1452585360 

 

 

(8)学校の財務 

●財務報告書 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

http://www.wish-web.com/openinfo.html 

(9)学校評価 

●自己評価 

当校 HP の下記 URLをご参照ください。 

http://www.wish-web.com/openinfo.html 

 

 

 

 

 

以上 
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