
国際ホテル･ブライダル専門学校  学則 

第 1章 総則 

（目的） 

第1条 本校は、学校教育法に基づき、ホテル･ブライダル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、ホスピタリティ精神溢れる有為な人材の育成・輩出を通し、地

域社会、国家、国際社会の発展に寄与・貢献することを目的とする。 

 

（名称） 

第2条 本校は国際ホテル･ブライダル専門学校という。 

 

（位置） 

第3条 本校の位置を、新潟県新潟市中央区古町通7番町935番地とする。 

 

（自己点検・評価） 

第4条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本

校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

  2． 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

第 2章 課程及び学科、修業年限、定員並びに休業日 

（課程、学科、修業年限、定員） 

第5条 本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は別表１の通りとする。 

 

（学年、学期） 

第6条 本校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。 

2． 本校の学期は次の通りとする。 

  前期   4月1日から 9月 30日まで 

  後期  10月1日から 3月 31日まで 

 

（休業日） 

第7条 本校の休業日は次の通りとする。ただし学校長は特に必要があると認める場合に休業日

を変更することができる。 

（１） 土曜日、日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する日 

（３） 夏期休業日（8/1～8/31） 

（４） 冬期休業日（12/20～1/10） 

（５） 春期休業日（3/1～4/10） 

 

第 3章 教育課程、授業時数及び教職員組織 

(教育課程、授業時数) 

第8条 本校の教育課程及び授業時数は、別表2の通りとする。 



  2． 別表2に定める授業時数の1単位時間は50分とする。 

  3． 課程の修了に必要な総授業時数は、別表2の通りとする。 

 

（教育課程、授業時間の特例） 

第8条の2 前条に規定する課程の修了に必要な総授業時間数は、その 2分の1を限度として、次の

各号に該当し、その履修、学修等が教育上有益で本校の教育課程に相当すると認められ

る場合、既に履修したものとみなすことができる。 

（１） 本校以外の専修学校における授業科目の履修 

（２） 専修学校以外の教育施設における学修 

（３） 本校に入学する前（転編入学は除く）の授業科目の履修等 

 

（授業時間の単位数への換算） 

第9条 本校の履修科目の授業時間を単位数に換算する場合においては、講義は 15 時間をもっ

て、演習は30時間をもって、実習・実技の場合は45時間をもってそれぞれ1単位とす

る。 

 

（成績評価） 

第10条 履修科目の成績評価は、学年末において、各学期末に行う試験･実習の成果･履修状況等

を総合的に勘案して行う。ただし、成績評価の細則は、別に定める内規による。 

  2． 出席時数が授業時間の 10 分の 8 に達しない者は、その科目については、前項の成績評

価を受けることができない。 

 

（始業及び終業） 

第 11条 本校の始業及び終業の時刻は9時30分から4時30分までとする。 

 

（教職員組織） 

第12条 本校に次ぎの職員を置く。 

（１） 学校長   1名 

（２） 副校長   1名 

（３） 教員   5名以上 

（４） 事務職員  2名以上 

（５） 学校医   1名 

  2． 学校長は校務をつかさどり、所属教職員を監督する。 

  3． 副校長は学校長を補佐し、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、副校

長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

 

第 4章 入学、休学及び退学等 

（入学資格） 

第13条 本校の入学資格は次の通りとする。 

（１） 高等学校卒業以上、もしくはこれと同等と認められる者 

（２） 文部科学大臣の定めるところにより、前号に準ずる学力があると認められる者 

（３） 本校の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められた者

で18歳に達した者 



  2． 前項第3号に関わる審査方法等については別に定める。 

 

（入学時期） 

第14条 本校の入学時期は学年の始めとする。 

 

（入学手続き）  

第15条 本校の入学手続きは次の通りとする。 

（１） 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載して、第 27 条

に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。 

（２） 前号の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。 

（３） 本校に入学を許可された者は、入学の許可の日から 7日以内に第 27条に定める入学金

を添え、手続をとらなければならない。 

 

（編入学）  

第16条 編入学を希望する者がある場合は、その理由が妥当であり、学修履歴若しくは学力等に

おいて問題が無い場合は、選考の上、許可することができる。 

 

（欠席、休学、復学） 

第17条 学生が、病気、その他やむをえない事由によって、欠席する場合は、その事由を記し、

届け出なければならない。 

2． 学生が、疾病、その他やむをえない事由によって、3 日以上休学する場合は、診断書及

びその事由を記し、学校長の許可を受けなければならない。 

3． 学生が休学を申し出る場合は、その事由及び休学期間を記し、申し出なければならない。 

4． 休学期間は最長、学科修業年限までの期間とする。 

5． 前項の者が復学しようとする場合は、学校長の許可を受けなければならない。 

 

（退学）  

第18条 やむを得ない事情によって本校を退学しようとする者は、その事由を記し、学校長の許

可を受けなければならない。 

 

（出席停止） 

第19条 学生が伝染病にかかる又はその虞がある場合、若しくはその他必要があると認めた場合

は、当該学生に対して出席停止を命ずることができる。 

 

（身上事項の異動） 

第20条 学生及び保護者、保証人の氏名、本籍、住所の変更等、身上事項に異動がある場合は、

速やかに届け出なければならない。 

 

 第 5章 教育課程修了の認定及び卒業 

（教育課程修了の認定、原級留置） 

第21条 第 10 条に定める授業科目の成績評価に基づき、各学年における所定の教育課程修了の

認定を行う。 

  2． 前項により、当該学年における所定の教育課程の修了が認められない者については、原



学年に留め置くことができる。 

 

（課程修了の認定） 

第22条 前条第1項に基づき、本校所定の課程修了の認定を行う。 

  2． 本校所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。 

 

（称号の授与） 

第22条の２前条により、別表３に定める文化・教養専門課程各学科を修了した者には、専門士（文

化・教養専門課程）の称号を授与する。 

 

 第 6章 科目等履修生 

（科目等履修生） 

第23条 本校において開設する授業科目に対し、本校学生以外の者が特定の科目について履修申

請があった場合には、本校の教育に支障がない限り、選考の上、科目履修生として当該

科目の履修を許可することができる。 

  2． その他科目等履修生に関する事項については別に定める。 

 

 第 7章 賞罰及び除籍 

（褒賞） 

第24条 成績優秀にして、他の模範となる者は、褒賞することがある。 

 

（懲戒）  

第25条 学校長は、本校の規則に違反したり、学生としての本分に反した場合において、必要と

認められる場合には、学生に対し懲戒を加えることができる。 

2． 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。 

3． 退学は、次の各号の一つに該当する場合に、これを命ずる。 

（１） 性行不良で改善の見込みがないものと認められる者 

（２） 学力劣等で成業の見込みがないものと認められる者 

（３） 正当な理由がなくして出席が常でない者 

（４） 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

（除籍） 

第26条 次の各号の一つに該当する場合は除籍する。 

（１） 死亡の届出のあった者 

（２） 行方不明の届出のあった者 

（３） 正当な理由がなく、かつ必要となる手続を行わずに、第 27 条に定める授業料等を滞納

した者 

 

第 8章 入学金及び授業料等 

（納付金）  

第27条 本校の入学金、授業料等は別表４の通りとする。 



  2． 既に納入した納付金は、原則として返還しない。 

  3． 学生は、在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料等を所定の期日までに納付しなけ

ればならない。 

 

第 9章 学生寮その他 

 

（学生寮） 

第28条 学生寮に関する事項は別に定める。 

 

（健康診断） 

第29条 健康診断は、毎年1回、学校保健安全法の規定に基づき、別に定めるところにより実施

する。 

 

（付帯教育事業） 

第30条 本校は、その目的達成のため、付帯教育事業を行うことがある。 

  2． 前項の必要事項は、別に定める。 

 

第 10章 補則 

（補則） 

第31条 この学則の施行についての細則は別に定める。 

  2． 必要と認める場合は、この学則に、１若しくは複数の別紙を添付することがある。 

 

附則 

  1． この学則は平成 16年4月1日より施行する。 

  2． 第5条、第 8条第1項及び第 27条第1項の規定については、別表１、別表2及び別表

3によるものとする。 

  3． 平成 17年4月1日改訂 

  4． 平成 19年4月1日改訂 

  5． 平成 20年4月1日改訂 

  6． 平成 21年4月1日改訂 

    7． 平成 22年4月1日改訂 

  8.   平成 23年4月1日改訂 

  9.   平成 24年4月1日改訂 

  10.   平成25年4月1日改訂 

   11.   平成 26年4月1日改訂 

   12.   平成27年4月1日改訂 

13.   平成28年4月1日改訂 

14.   平成29年4月1日改訂 

15.     平成30年4月1日改訂 

16.     平成31年4月1日改定 

17.   令和2年4月1日改訂 

18.   この学則は令和3年4月1日より施行し、令和3年度入学者から適用する。 



別表１

課程名 学科名 修業年限 入学定員 総定員 備考

ホテル・ウエディング科 2年 60 120 昼間・男女

国際ホテル科

葬祭ディレクター科 2年 10 20 昼間・男女

国際ホテル大学併修科 4年 5 20 昼間・男女

合　　計 75 160

　文化・教養
専門課程

募集停止



別表２　文化・教養専門課程　国際ホテル大学併修科（4年制）

必修・選択 1年 2年 3年 4年 合計
キャリアデザインⅠ 必修 220 220
キャリアデザインⅡ 必修 115 110 40 115
就職対策 必修 70 70
ビジネス実務Ⅰ 必修 30 30
ビジネス実務Ⅱ 必修 10 10
実践行動学Ⅰ 必修 10 10
実践行動学Ⅱ 必修 10 10
コミュニケーション 必修 25 25
ホスピタリエ 必修 25 20 45
ソフトウェア活用実習Ⅰ 必修 30 30
ソフトウェア活用実習Ⅱ 必修 10 10
ソフトウェア活用実習Ⅲ 必修 30 30
オンライン英会話 必修 25 30 55

フューネラルビジネス 必修 5 5
センスアップセミナー 必修 15 15
イベントプロデュースⅠ 必修 120 120

以下より9科目以上選択 300 300
パーソナルカラー 選択
ブライダルスタンダード 選択

ホテル概論Ⅰ 選択

ホテル実務Ⅰ 選択
宿泊実務Ⅰ 選択
ホテル英語 選択

ホテルリサーチ 選択
料飲サービス（実務） 選択
料飲サービス（ウェディング実務Ⅰ） 選択
料飲サービス（演習） 選択
料飲サービス（ウェディング演習Ⅰ） 選択

プロトコール 選択
業界・顧客研究Ⅰ 選択
インターンシップ研修Ⅰ 選択
インターンシップ研修Ⅱ 選択

ブライダル総論Ⅰ 選択

Associate Bridal Coordinator制度認定試験対策 選択
パーソナルカラリスト検定3級対策 選択
料飲サービス（ウェディング実務Ⅱ） 選択
料飲サービス（ウェディング演習Ⅱ） 選択
ホテル概論（初級編） 選択
和装着付けⅠ 選択
ウェディングEnglish 選択
ウェディングゼミ 選択

以下より12科目以上選択 515 515
レストランサービス技能検定3級対策（学科） 選択
レストランサービス技能検定3級対策（実技） 選択
ホテル実務Ⅱ 選択
宿泊実務Ⅱ 選択
ホテル英会話 選択
基礎英語 選択
ホテルマネイジメント 選択
ホテルプランニング 選択
業界顧客研究Ⅱ 選択
酒類知識 選択
国際文化理解 選択
表現技法 選択
選択授業 選択
ブライダル総論Ⅱ 選択
婚礼予約 選択
新規接客 選択
バンケットサービス 選択
接客術 選択
テーマウェディングディスプレイ 選択
ウェディング課題 選択
ブライダルファッション・アテンド 選択
ブライダルファッション 選択
選択ブライダルファッション 選択
和装着付けⅡ 選択
フラワーアレンジメント 選択
ウェディングフォト 選択
ウォーキング 選択
裁縫 選択
スタイリストヘアメイク 選択
イベントプロデュースⅡ 選択
 Basic English Communication 必修 20 20
 English Communication 必修 35 30 65
海外語学研修 必修 10 10 20

Hotel Business Sense 必修 30 20 50
TOEIC 必修 20 20 40
English Expression 必修 20 20 40
Contemporary English 必修 10 10
Dramatic Production 必修 20 20 40
Discussion 必修 10 10 20
Global Activity 必須 20 10 30
世界遺産検定対策 必修 20 20 40
中国語会話 必修 25 25
中国語検定対策 必修 20 20
海外語学留学 必修 100 100
大学併修科目 必修 590 760 1350

合計 1,085 950 800 800 3,635

科目
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門
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目
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目
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別表２　文化・教養専門課程　国際ホテル科（3年制）

必修・選択 １年 2年 3年 合計
キャリアデザインⅠ 必修 65 65
キャリアデザイン（国際） 必修 65 65
キャリアデザインⅡ 必修 100 100
キャリアデザインⅢ 必修 55 55
就職対策 必修 15 60 75
ビジネス実務Ⅰ 必修 30 30
ビジネス実務Ⅱ 必修 10 10
業界セミナー 必修 5 5 10
実践行動学Ⅰ 必修 10 10
実践行動学Ⅱ 必修 5 5
コミュニケーション 必修 10 10
ホスピタリエ 必修 20 20
インターナショナルホスピタリティ 必修 10 10
ソフトウェア活用実習Ⅰ 必修 20 20
ソフトウェア活用実習Ⅱ 必修 5 5
ソフトウェア活用実習Ⅲ 必修 30 30
実用英検対策 必修 35 25 60
 Basic English Communication 必修 30 30
 English CommunicationⅠ 必修 20 20
 English CommunicationⅡ 必修 10 10
海外語学研修 必修 100 100
料飲サービスⅠ（実務） 必修 10 10
料飲サービスⅠ（演習） 必修 10 10
料飲サービスⅡ（実務） 必修 10 10
料飲サービスⅡ（演習） 必修 10 10
ホテル概論Ⅰ 必修 10 10
ブライダルスタンダード 必修 10 10

フューネラルビジネス 必修 5 5
宿泊実務Ⅰ 必修 20 20

ホテル概論Ⅱ 必修 15 15

ホテル実務 必修 45 45
レストランサービス技能検定3級対策（学科） 必修 85 85
レストランサービス技能検定3級対策（実技） 必修 45 45
世界遺産検定対策Ⅱ 必修 35 35
中国語検定対策 必修 45 45

プロトコール 必修 15 15
センスアップセミナー 必修 20 20
ホテルマネイジメント 必修 60 60
TOEICⅠ 必修 40 40
TOEICⅡ(Listening) 必修 20 20
TOEICⅡ(Readng) 必修 20 20
TOEICⅢ(Readng) 必修 60 60
English ExpressionⅠ 必修 40 40
English ExpressionⅡ 必修 10 10
English ExpressionⅢ 必修 60 60
English ExpressionⅢ(Japanese) 必修 105 105
Dramatic ProductionⅡ 必修 10 10
Dramatic ProductionⅢ 必修 55 55
DiscussionⅠ 必修 20 20
Hotel Business Sense 必修 65 65
Global ActivityⅠ 必修 45 45
インターンシップ研修Ⅰ 必修 135 135
インターンシップ研修Ⅱ 必修 190 190
イベントプロデュースⅠ 必修 30 30
イベントプロデュースⅡ 必修 65 65
卒業制作 必修 40 40
海外語学留学 必修 175 250 425

合計 880 850 895 2,625
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別表２　文化・教養専門課程　ホテル・ウェディング科（2年制）

必修・選択 1年 2年 合計
キャリアデザインⅠ 必修 220 220
キャリアデザインⅡ 必修 115 115

就職対策 必修 70 70
ビジネス実務Ⅰ 必修 30 30
ビジネス実務Ⅱ 必修 10 10

実践行動学Ⅰ 必修 10 10
実践行動学Ⅱ 必修 10 10

コミュニケーション 必修 25 25
ホスピタリエ 必修 25 20 45
ソフトウェア活用実習Ⅰ 必修 30 30

ソフトウェア活用実習Ⅱ 必修 10 10

ソフトウェア活用実習Ⅲ 必修 30 30
オンライン英会話 必修 25 30 55

フューネラルビジネス 必修 5 5

センスアップセミナー 必修 15 15
イベントプロデュースⅠ 必修 120 120

卒業制作 必修 95 95
以下より9科目以上選択 300 300

パーソナルカラー 選択

ブライダルスタンダード 選択

ホテル概論Ⅰ 選択

ホテル実務Ⅰ 選択

宿泊実務Ⅰ 選択
ホテル英語 選択

ホテルリサーチ 選択
料飲サービス（実務） 選択
料飲サービス（ウェディング実務Ⅰ） 選択

料飲サービス（演習） 選択

料飲サービス（ウェディング演習Ⅰ） 選択

プロトコール 選択

業界・顧客研究Ⅰ 選択

インターンシップ研修Ⅰ 選択

インターンシップ研修Ⅱ 選択

ブライダル総論Ⅰ 選択

Associate Bridal Coordinator制度認定試験対策 選択

パーソナルカラリスト検定3級対策 選択

料飲サービス（ウェディング実務Ⅱ） 選択

料飲サービス（ウェディング演習Ⅱ） 選択

ホテル概論（初級編） 選択

和装着付けⅠ 選択
ウェディングEnglish 選択

ウェディングゼミ 選択

以下より12科目以上選択 555 555
レストランサービス技能検定3級対策（学科） 選択
レストランサービス技能検定3級対策（実技） 選択

ホテル実務Ⅱ 選択
宿泊実務Ⅱ 選択

ホテル英会話 選択
基礎英語 選択
ホテルマネイジメント 選択

ホテルプランニング 選択
業界顧客研究Ⅱ 選択

酒類知識 選択

国際文化理解 選択
表現技法 選択
選択授業 選択

ブライダル総論Ⅱ 選択
婚礼予約 選択

新規接客 選択
バンケットサービス 選択
接客術 選択

テーマウェディングディスプレイ 選択

ウェディング課題 選択
ブライダルファッション・アテンド 選択

ブライダルファッション 選択
選択ブライダルファッション 選択
和装着付けⅡ 選択

フラワーアレンジメント 選択
ウェディングフォト 選択

ウォーキング 選択

裁縫 選択
スタイリストヘアメイク 選択

イベントプロデュースⅡ（イベント企画） 選択
イベントプロデュースⅡ（リアルウェディング） 選択

イベントプロデュースⅡ（企業連携） 選択
イベントプロデュースⅡ（ウェディングパーティー） 選択
イベントプロデュースⅡ（新規接客） 選択

イベントプロデュースⅡ（ブライダルフェア） 選択

合計 855 895 1,750
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Ⅰ

専
門
選
択
科
目
Ⅱ



別表２　文化・教養専門課程　ホテル・ブライダル科（2年制）

必修・選択 1年 2年 合計
キャリアデザインⅠ 必修 220 220
キャリアデザインⅡ 必修 115 115

就職対策 必修 70 70
ビジネス実務Ⅰ 必修 30 30
ビジネス実務Ⅱ 必修 10 10

実践行動学Ⅰ 必修 10 10
実践行動学Ⅱ 必修 10 10

コミュニケーション 必修 25 25
ホスピタリエ 必修 25 20 45
ソフトウェア活用実習Ⅰ 必修 30 30

ソフトウェア活用実習Ⅱ 必修 10 10

ソフトウェア活用実習Ⅲ 必修 30 30
オンライン英会話 必修 25 30 55

フューネラルビジネス 必修 5 5

センスアップセミナー 必修 15 15
イベントプロデュースⅠ 必修 120 120

卒業制作 必修 95 95
以下より9科目以上選択 300 300

パーソナルカラー 選択

ブライダルスタンダード 選択

ホテル概論Ⅰ 選択

ホテル実務Ⅰ 選択

宿泊実務Ⅰ 選択
ホテル英語 選択

ホテルリサーチ 選択
料飲サービス（実務） 選択
料飲サービス（ウェディング実務Ⅰ） 選択

料飲サービス（演習） 選択

料飲サービス（ウェディング演習Ⅰ） 選択

プロトコール 選択

業界・顧客研究Ⅰ 選択

インターンシップ研修Ⅰ 選択

インターンシップ研修Ⅱ 選択

ブライダル総論Ⅰ 選択

Associate Bridal Coordinator制度認定試験対策 選択

パーソナルカラリスト検定3級対策 選択

料飲サービス（ウェディング実務Ⅱ） 選択

料飲サービス（ウェディング演習Ⅱ） 選択

ホテル概論（初級編） 選択

和装着付けⅠ 選択
ウェディングEnglish 選択

ウェディングゼミ 選択

以下より12科目以上選択 555 555
レストランサービス技能検定3級対策（学科） 選択
レストランサービス技能検定3級対策（実技） 選択

ホテル実務Ⅱ 選択
宿泊実務Ⅱ 選択

ホテル英会話 選択
基礎英語 選択
ホテルマネイジメント 選択

ホテルプランニング 選択
業界顧客研究Ⅱ 選択

酒類知識 選択

国際文化理解 選択
表現技法 選択
選択授業 選択

ブライダル総論Ⅱ 選択
婚礼予約 選択

新規接客 選択
バンケットサービス 選択
接客術 選択

テーマウェディングディスプレイ 選択

ウェディング課題 選択
ブライダルファッション・アテンド 選択

ブライダルファッション 選択
選択ブライダルファッション 選択
和装着付けⅡ 選択

フラワーアレンジメント 選択
ウェディングフォト 選択

ウォーキング 選択

裁縫 選択
スタイリストヘアメイク 選択

イベントプロデュースⅡ（イベント企画） 選択
イベントプロデュースⅡ（リアルウェディング） 選択

イベントプロデュースⅡ（企業連携） 選択
イベントプロデュースⅡ（ウェディングパーティー） 選択
イベントプロデュースⅡ（新規接客） 選択

イベントプロデュースⅡ（ブライダルフェア） 選択

合計 855 895 1,750
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別表２　文化・教養専門課程　葬祭ディレクター科（2年制）

必修・選択 １年 2年 合計
キャリアデザインⅠ 必修 170 170
キャリアデザインⅡ 必修 70 70
就職対策 必修 60 60
ビジネス実務Ⅰ 必修 30 30
ビジネス実務Ⅱ 必修 10 10
実践行動学Ⅰ 必修 10 10
実践行動学Ⅱ 必修 10 10
コミュニケーション 必修 25 25
ホスピタリエ 必修 25 20 45
ソフトウェア活用実習Ⅰ 必修 30 30
ソフトウェア活用実習Ⅱ 必修 10 10
ソフトウェア活用実習Ⅲ 必修 30 30
オンライン英会話 必修 25 30 55

葬儀概論Ⅰ 必修 95 95

葬儀概論Ⅱ 必修 120 120

葬祭ディレクター検定対策講座 必修 45 45

葬儀実務 必修 65 65

手話Ⅰ 必修 15 15

手話Ⅱ 必修 20 20

祭壇設営・幕張 必修 30 30

司会実習 必修 35 35

接遇・受注（受注施行） 必修 30 30

公衆衛生学・納棺師 必修 40 40

葬祭フラワーⅠ 必修 10 10

葬祭フラワーⅡ 必修 15 15

葬祭マーケティング論 必修 35 35
グリーフケアⅠ 必修 10 10
グリーフケアⅡ 必修 10 10
営業力(営業力強化検定) 必修 15 15
心理学(こころ検定) 必修 90 90
イベントプロデュースⅠ 必修 105 105
イベントプロデュースⅡ 必修 170 170
インターンシップ研修（葬祭） 必修 160 160
卒業制作 必修 40 40
パーソナルカラー 必修 5 5
料飲サービス（実務） 必修 5 5
料飲サービス（演習） 必修 5 5
ホテル概論（初級編） 必修 5 5
ブライダルスタンダード 必修 5 5
センスアップセミナー 必修 15 15

合計 855 895 1,750

科目

専
門
基
礎
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目

専
門
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目



文化・教養専門課程 葬祭ディレクター科

文化・教養専門課程 国際ホテル科

ホテル・ブライダル科

別表３

修了者が専門士と称することができる課程名

文化・教養専門課程



別表4
単位（円）

学科名 修業年限 入学金 授業料 施設設備費 施設維持費 合計

ホテル・ウエディング科 2年 70,000 610,000 230,000 220,000 1,130,000

国際ホテル大学併修科 4年 70,000 610,000 230,000 220,000 1,130,000

葬祭ディレクター科 2年 70,000 610,000 230,000 220,000 1,130,000

入学検定料　20,000（全学科共通）
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