
   自 ２０20 （令和　２）年　　 ４月　　 １日から

　 至 ２０２１（令和　３） 年　　３月　 ３１日まで

令和２（２０２０年）年度
第６９回

事　業　報　告　書　

学校法人　東杜学園
国際マルチビジネス専門学校
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　学校沿革

　　昭和２４年　　６月　　「宮城県経理友の会」会長 野口一郎　（仙台商工会議所内に設置）

　　昭和２６年　　４月　　東北経理実務学校創立　開校　（設置者 野口会計受託株式会社）

　　　　　　　　　　　　　　　　「校章」　「校訓～五常訓 　（健康・誠実・節約・信義・研鑽）」制定

　　昭和２８年　　２月　　 （学校設置者変更認可）　財団法人東北経理実務学園

　　昭和３１年　　９月　　創立５周年記念式典　「校旗」 「校歌」　制定

　　昭和３６年　　４月　　創立１０周年記念式典

　　昭和３８年　　７月　　　（学校法人変更認可）　学校法人東北経理実務学園

　　昭和４６年　　９月　　創立２０周年記念式典

　　昭和４８年　１０月　　  （校名変更認可） 東北経理専門学校

　　昭和５１年　  ３月　　学校法人東北経理学園　専修学校制度施行・昇格認可

　　昭和５６年　１０月　　創立３０周年記念式典

　　平成　３年　１０月　　創立４０周年記念式典

　　平成　６年　  ３月　　　（校名変更認可）　東北情報経理専門学校

　　平成　９年　　３月　　新校舎落成

　　平成　９年　　４月　　　（法人名・校名変更認可）　学校法人東杜学園

　　　　　　　　　　　　　　　国際マルチビジネス専門学校　開校

　　　　　　　　　　　　　　  現在に至る

　　　　　　　　　　　　　

　加盟・協力団体

賛助会員校

承認校

提携校

会員校

会員校

会員校

会員校

公益財団法人　日本ケアフィット共育機構　 業務提携校

一般社団法人　日本ホテル・レストランサービス技能協会（ＨＲＳ）　

社団法人　　　　全国語学ビジネス観光教育協会

公益社団法人　全国経理教育協会　

株式会社　　　　日本航空（ＪＡＬ）ＡＸＥＳＳ‐ＬＡＮ

公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会（ＢＩＡ）

一般社団法人　日本カラリスト協会（ＪＡＰＣＡ）

一般社団法人　日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）東北支部　



（1）国際マルチビジネス専門学校設置学科および各学科在籍人数

昼間部

学科 専攻 定員 １年 ２年 計

トラベル

トラベル
外国語

キャリア 5 0 -

ホテル

料飲サービス

ホテル外国語

キャリア 5 0 -

ブライダル

-

キャリア 5 0 -

販売ビジネス

ビジネス外国語

キャリア 5 0 -

15 7 4

キャリア 5 1 -

夜間部　※新設

※国際ホテル学科に外国人留学生(ネパール、ベトナム)２名を含む

※日本語ビジネス学科１年（ベトナム４名、ネパール２１名、スリランカ２名、インド４名、

２０２０（令和２）年５月１日現在

国際観光
35 10 18 28

(14.6%)

エアポートビ
ジネス

１．法人概要

ブライダルス
タイリスト

販売ビジネス
15 3 8 11

(5.7%)

ファッション
ビジネス

国際ホテル
35 27 31 58

(30.2%)

ブライダルビジネ
ス

55 5 12 17
(8.9%)

２０２０（令和２）年５月１日現在

国際ホテル 20 10 9
19

(9.9%)

総合英語
12

(6.3%)

日本語ビジネス 20 37 10
47

(24.5%)

７学科 ２０コース 200 100 92 192



※日本語ビジネス学科２年（ベトナム５名、スリランカ２名、中国２名、バングラデシュ１名）

（２）役員・教職員

 【役員】 理   事　　　６名（定数　　６名）

　　　　   監　 事　　　２名（定数　　２名）

　　　　   評議員　　１８名（定数　１８名）

・任期　２０２０（令和２）年　７月１６日～２０２３（令和５）年　７月１５日（３年間）

【理事・監事】

氏名

　 理事長 第１号 野口　和江 国際マルチビジネス専門学校 校長

　 理　 事(学外者) 第３号 山本　展雅 東北学院大学 名誉教授

　 理　 事(学外者) 第２号 鈴木　　 徹 税理士　鈴木税理士事務所　

　 理　 事(学外者) 第３号 大久保 毅彦 株式会社ＪＴＢ仙台支店東北広域代表仙台支店長

　 理　 事(学外者) 第２号 小笠原　均 有限会社花嫁の千登勢　取締役副社長

　 理　 事(学外者) 第２号 山岡　早苗

　 監　 事 － 渡部 美智雄 税理士　わたなべ会計　

　 監　 事 － 中鉢　俊也 税理士　中鉢会計事務所

【評議員】 ※各号 ５０音順

氏名

　 評議員 第１号 熊谷　文志 国際マルチビジネス専門学校 教務部長

　 評議員 第１号 野口　和江 国際マルチビジネス専門学校 校長

　 評議員 第１号 三橋　英一 国際マルチビジネス専門学校　広報部長

　 評議員 第２号 柴﨑　彩子

　 評議員 第２号 島村 香奈子 国際マルチビジネス専門学校　

　 評議員 第２号 菅原　完夫 株式会社　ヒロセ　元常務取締役

　 評議員 第２号 武田　賢悟 国際マルチビジネス専門学校　講師

　 評議員 第２号 半田　英明

　 評議員 第２号 松本　信義 松本事務機株式会社　代表取締役会長

　 評議員 第３号 大久保 毅彦 株式会社ＪＴＢ仙台支店東北広域代表仙台支店長

　 評議員 第３号 小笠原　均 有限会社花嫁の千登勢　取締役副社長

　 評議員 第３号 奥山　俊一

　 評議員 第３号 鈴木　　徹 税理士　鈴木税理士事務所

　 評議員 第３号 宮下　有裕 共立メンテナンス株式会社仙台支店　支店長

　 評議員 第３号 山岡　早苗

　 評議員 第３号 山本　展雅 東北学院大学 名誉教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウズベキスタン２名、インドネシア１名、ブータン１名、パキスタン２名）

区分 主な現職

パーソナルテンプスタッフ株式会社

区分 主な現職

　 評議員 第３号 林　健一
仙台ターミナルビル株式会社　専務取締役
ホテルメトロポリタン仙台　総支配人

パーソナルテンプスタッフ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

株式会社ホテル佐勘　

株式会社平和住宅情報センター　代表取締役

　 評議員 第３号 高木　友子
公益財団法人日本ケアフィット共育機構
事務局長



 【教職員】　１３名（男４名・女９名）

【非常勤講師】５０名（男２３名・女２７名）　

（３）職業実践専門課程

昼間 二年

昼間 二年

昼間 二年

昼間 二年

昼間 二年

【認定要件】

・修業年限が２年以上

・企業等と連携して実習、実技、実験または演習の授業を行っている

・全課程の修了に必要な総授業時数が１，７００単位時間以上

・企業等と連携して教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っている

・学校関係者評価を行い、その結果を公表している

第１号

第２号

第３号

【教育課程編成委員会委員】

・任期　２０１９（平成３０）年　４月　１日～２０２１（令和３）年　３月３１日（２年間）

・業界団体から１名、各学科関連企業から各１名、計５名で構成

商業実務専門課程 国際ホテル学科

商業実務専門課程 ブライダルビジネス学科

商業実務専門課程 販売ビジネス学科

企業等と密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられる教育課程を編成し、より実践的な職
業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部科学大臣が認定し、奨励する制度

(職業実践専門課程の認定に関する規定　平成25年文部科学省告示第133号)

〇平成２８年２月２９日認定

商業実務専門課程 国際観光学科

実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業等の役職員

〇令和２年３月２５日認定

商業実務専門課程 総合英語(２年)学科

・専攻分野に関する企業・団体等との連携体制を確保し、授業科目の開設や教育課程の
編成を行っている

業界団体の動向や産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、地方
公共団体の役職員

学会や学術機関等の有識者



氏名 区分

高木　友子 第１号

大久保　毅彦 第３号

齊藤　康紀 第３号

小笠原　均 第３号

本村　陽 第３号

小山　大輔 第３号

【学校関係者評価委員会委員】

・任期　２０１９（平成３０）年　４月　１日～２０２１（令和３）年　３月３１日（２年間）

・業界団体から１名、各学科関連企業から各１名、計５名で構成

氏名 区分

高木　友子 第１号

大久保　毅彦 第３号

齊藤　康紀 第３号

小笠原　均 第３号

本村　陽 第３号

小山　大輔 第３号

給付型奨学金を支給する高等教育無償化制度が開始となった。

住民税非課税世帯、またはそれに準じる世帯の学生に対して、所得区分に応じた返済不要の

奨学金を国が支給。

(令和元年９月２０日　宮城県知事による機関要件確認)

【学校要件】

教育体制、経営財務状況の観点から文部科学省が選定する学校(確認学校)のみ利用可能。

・実務経験のある教員による授業科目の配置

・法人役員に外部人材の複数任命

・授業計画(シラバス)の作成、成績評価の客観的指標の設定、卒業認定の方針の策定等厳格

かつ適正な成績管理を実施し公表していること

・法令に則り、財務諸表の情報や定員充足状況、進学・就職状況等教育に係る情報の開示

・法人の貸借対照表の「運用資産-外部負債」の状況

・法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」の直近３か年の決算状況

・直近３か年における収容定員に対する在籍学生数の割合

【学生要件】

・日本国籍又はそれに準ずる在留資格をもっての日本在留

・高等学校等を卒業後２年の間に入学、進学

・学習意欲や態度、学習状況に一定の要件

主な現職

公益財団法人日本ケアフィット共育機構　事務局長

株式会社 ＪＴＢ 東北広域代表　仙台支店長

仙台ターミナルビル株式会社ホテルメトロポリタン仙台 宴会課長

有限会社花嫁の千登勢　取締役副社長

有限会社花嫁の千登勢　取締役副社長

株式会社日比谷花壇北日本事業部　ゼネラルマネージャー

株式会社留学ジャーナル　グローバルビジネス部1課　課長

(４)高等教育の修学支援制度の授業料無償化対象校

２０２０年４月１日より、大学・短期大学、専門学校等の授業料及び入学金の減免と返済不要の

株式会社日比谷花壇北日本事業部　ゼネラルマネージャー

株式会社留学ジャーナル　グローバルビジネス部1課　課長

主な現職

公益財団法人日本ケアフィット共育機構　事務局長

株式会社 ＪＴＢ 東北広域代表　仙台支店長

仙台ターミナルビル株式会社ホテルメトロポリタン仙台 宴会課長



【減免対象科目及び内容】

・入学金(100,000円、１年次のみ)

・前・後期授業料(１年次562,000円、２年次616,000円)

２０２０年４月１日より私立学校法の一部改正に伴い、寄附行為変更が認可された。

(令和２年5月8日付け宮城県知事認可)

新型コロナウィルス感染症の影響で家計や生活環境が急変した学生支援の為

全学生１９２名に学校独自の修学支援金として一人当たり30,000円を現金にて支給した。

(１)２０２０（令和２）年度国際マルチビジネス専門学校　事業概要

■新型コロナウィルス感染症

(５)学校法人東杜学園　寄附行為変更

(6)МBC特別修学支援金の支給

２．事業の概要



新型コロナウィルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言が発令され、休校期間が発生した。

段階的な臨時登校日を設け、結果例年よりも３週遅れて当年度の授業が開始となった。

前期３週分は夏期休暇を短縮し、対応した。

また、11月に外国人留学生から陽性患者が発生し、保健所指導の元、臨時休校を行い、

濃厚接触者、検査対象者の有無の確認、また業者による全館消毒作業を行った。

式典

入学式 ２０２０（令和２）年　４月　１日(水)

於　国際マルチビジネス専門学校　

　※新型コロナ感染症拡大防止策により縮小実施

卒業証書授与式 ２０２１（令和３）年　３月１０日(水)

於　国際マルチビジネス専門学校　

　※新型コロナ感染症拡大防止策により縮小実施

　　　実習

■　学生を中心に企画、運営する実習を実施

国際観光学科 ２０２１（令和３）年２月１５日（月）～２月１６日（火）

【国内ツアープランニング（１年次）】　

国際ホテル学科　

ブライダルビジネス学科　　　

【DEAR Ones　 ～親愛なる人たちへ～（２年次）】

販売ビジネス学科

【インショップ（１・２年次）】

総合英語学科

【全国英語スピーチコンテスト出場（２年次、ビデオ参加）】

日本語ビジネス学科

【全国日本語弁論大会出場（２年次、ビデオ参加）】

■　ＣＥＰ（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　education program)　

　　　　　２０１０(平成２２)年　４月から実施。希望者を募り学校よりアルバイトを紹介する。

奨学金

■　学校独自の奨学金制度

・２年次特待生制度（２年次４月に成績優秀者を選抜し、１００，０００円を給付）　　

就職

■２０２０（令和２）年度　卒業生　　　　　８８名（男子２６名、女子６２名）

　内　就職者　　    ６２名　（男子１８名、女子４４名）

　内　未就職者 ２５名 未決定 ７名

就職希望なし　　　 １８名

学生募集

　内　大学進学者　　１名　(大学３年次編入)

２０２０（令和２）年１０月１０日（土）

２０２１（令和３）年１月１６日（月）

２０２１（令和３）年１月１６日（月）

２０２０（令和２）年１２月　１日（火）



■夜間部開設２年目　

■ＡＯ入学制度の導入

・ホスピタリティ精神を持ち、他人を思いやることのできる人。

・将来の夢に向かって、本校で学びたいという意欲のある人。

第１期：２０２０年　７月　１日(水)～　７月２７日(金)　　７月２３日(祝)面談

第２期：２０２０年　７月１８日(土)～　８月１４日(金)　　８月２２日(土)面談

第３期：２０２０年　８月１５日(土)～　９月１８日(金)　　９月２６日(土)面談

第４期：２０２０年　９月１９日(土)～１０月　９日(金)　　１０月１７日(土)面談

入学願書受付開始日

２０２０年１０月１日(木)

アドミッションポリシー(本校が求める学生像)

・旅行・ホテル・ブライダル・販売・語学業界で働くことを目標にし、その道のプロとしての活躍を希望する
強い意志を持っている人。

ＡＯエントリー及び面談日



令和２（２０２０年）年度
第６９回

事　業　報　告　書　

学校法人　東杜学園
国際マルチビジネス専門学校
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