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専門学校未来ビジネスカレッジ

【１】学校の概要、目標及び計画

校長名

所在地

連絡先

法人教育理念

本校教育理念

【２】各学科等の教育

学科名

入学者数 26名(R3年度)

総授業時数 1,860時間

Illustratorｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験　スタンダード 16 名
Photoshopｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験　スタンダード 14 名
Webクリエイター能力認定試験　スタンダード 10 名
プレゼンテーション作成検定　１～３級 14 名
ワープロ検定１～３級 18 名
漢字検定３、準２級 8 名
情報処理技能検定試験（表計算）準１～３級 9 名
文部科学省後援　色彩検定２級・３級 15 名

就職内定率

主な就職先

学科名

入学者数 21名(R03年度)

総授業時数 2,790時間

ワープロ検定２～３級 10 名
情報処理技能検定試験（表計算）準１～準２級 10 名

就職内定率

主な就職先

取得資格
(R2年度実績)

取得資格
(R2年度実績)

在校生数

新設学科のため実績なし

目標：ゲーム制作会社（パブリッシャー、デベロッパー）、映像制作会社（ＣＧ、アニメーション）

31名(R3年度) 収容定員 120名 卒業者数 実績なし

卒業単位数

田中　正吉

〒390-0841　松本市渚2-8-5

TEL　0263-26-5500　FAX  0263-25-5005

学校の沿革

S61.10　学校法人未来学舎　設置認可

S62.04　国際コンピュータビジネス専門学校（旧校名）　開校

S62.04　工業専門課程、商業実務専門課程　設置

H21.04　衛生専門課程　設置

H23.04　専門学校未来ビジネスカレッジ（校名変更）

【とことん、いっしょに】を法人教育理念として掲げている。学生と保護者に対し、入学前・在校中・卒業
後も誠心誠意を尽くして支援していくことを表現した言葉である。

本校は、現代社会の要請、特に地元産業界の期待（地域貢献）に応えることのできる人材育成を目標に、実
社会で要望され、企業で即戦力となるための技術・能力・知識を身につけさせる。同時に常識とマナーを備
え、自由で明るく健康的（自由闊達）、さらに建設的な意志（未来志向）を持った社会人を育成する。よっ
て、教育方針を以下３つの言葉にて表現し、その実現に向けカリキュラムを構成する。
①未来志向（みらいしこう）
②地域貢献（ちいきこうけん）
③自由闊達（じゆうかったつ）

クリエイトデザイン学科 課程名 工業専門課程（単位制昼間部）

在校生数 43名(R3年度) 収容定員 60名 卒業者数 14名(R2年度)

卒業単位数 62単位 専門士付与 H21.3～ 就職者数 11名(R2年度)

79％　(就職者数/就職希望者数)
出版・印刷会社及び出版・印刷関連職種の他、一般企業

ゲームクリエイター学科 課程名 工業専門課程（単位制昼間部）

93単位 専門士付与 R5.3～ 就職者数 実績なし

専修学校における情報提供等への取組に関するガイドラインに基づく情報提供



学科名

入学者数 募集停止

総授業時数 1,860時間

簿記能力検定試験１級 3 名
税務会計能力検定試験消費税法２級 5 名
税務会計能力検定試験法人税法３級 5 名
コンピュータ会計能力検定試験２級・３級 7 名
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能検定３級 3 名
文部科学省後援　色彩検定３級 5 名
データベース１級 5 名
プレゼンテーション作成検定　１級 5 名
ワープロ検定 初段～２級 6 名
情報処理技能検定試験（表計算）１級 1 名

就職内定率

主な就職先

学科名

入学者数 22名(R3年度)

総授業時数 1,860時間
WBJ「認定ウエディングプランナー」 19 名
WBJ「認定ドレスコーディネーター」 19 名
ブライダルコーディネート技能検定３級 22 名
ホテル実務技能認定試験　上級 22 名
レストランサービス技能検定3級 12 名
ケア・コミュニケーション検定 6 名
サービス接遇実務検定試験２級 13 名
ホスピタリティ検定２級・３級 15 名
ワープロ検定１～３級 20 名
情報処理技能検定試験（表計算）１～３級 21 名
文書デザイン検定試験　１級・２級 13 名
プレゼンテーション作成検定　１級・２級 22 名
秘書検定　２級・３級 2 名
文部科学省後援　色彩検定２級・３級 20 名
文部科学省認定硬筆書写検定３級 1 名

就職内定率

主な就職先

学科名

入学者数 11名(R3年度)

総授業時数 1,860時間

AEA上級認定エステティシャン 8 名
JNAジェルネイル技能検定試験中級・初級 16 名
エステティシャンセンター試験 9 名
ｼｭｳ ｳｴﾑﾗ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ技術検定試験 8 名
ネイリスト技能検定試験１級～３級 20 名
ネイルサロン衛生管理士 8 名
日本化粧品検定１級・２級 10 名
プレゼンテーション作成検定　１級・２級 10 名
ワープロ検定準１級～３級 10 名
情報処理技能検定試験（表計算）１級～２級 8 名
文書デザイン検定試験　１級 8 名
サービス接遇実務検定試験２級 1 名
文部科学省後援　色彩検定３級 3 名

就職内定率

主な就職先

一般事務・営業職・ショップ店員・サービス業の他、一般企業

取得資格
(R2年度実績)

取得資格
(R2年度実績)

取得資格
(R2年度実績)

卒業単位数

オフィスビジネス学科 課程名 商業実務専門課程（単位制昼間部）

在校生数 0名(R3年度) 収容定員

H17.3～ 就職者数 5名(R2年度)

100％　(就職者数/就職希望者数)

60名 卒業者数 5名(R2年度)

卒業単位数 62単位 専門士付与

トータルビューティー学科 課程名 商業実務専門課程（単位制昼間部）

在校生数 20名(R3年度) 収容定員 60名 卒業者数 11名(R2年度)

62単位 専門士付与 H27.3～ 就職者数 22名(R2年度)

100％　(就職者数/就職希望者数)
ホテル・旅館・ブライダル関連企業の他、一般企業

ブライダル・ホテル学科 課程名 商業実務専門課程（単位制昼間部）
在校生数 37名(R3年度) 収容定員 60名 卒業者数 22名(R2年度)

卒業単位数 62単位 専門士付与 H21.3～ 就職者数 10名(R2年度)

91％　(就職者数/就職希望者数)

エステティック・メイク・ネイルサロンの他、一般企業



学科名

入学者数 23名(R3年度)

総授業時数 2,790時間

動物看護師統一認定資格 19 名
愛玩動物飼養管理士　１級・２級 38 名
ワープロ検定準２級・３級 16 名
情報処理技能検定試験（表計算）２級～３級 19 名
文書デザイン検定試験　１級 1 名

就職内定率

主な就職先

学科名

入学者数 30名(R3年度)

総授業時数 1,860時間

トリマー　1級 18 名
サロントリマー２級 25 名
愛玩動物飼養管理士　１級・２級 30 名
ワープロ検定２級～４級 22 名
情報処理技能検定試験（表計算）２級～３級 16 名
文書デザイン検定試験　２級 7 名

就職内定率

主な就職先

学科名

入学者数 12名(R3年度)

総授業時数 1,920時間

製菓衛生師 12 名
サービス接遇実務検定試験３級 8 名
プレゼンテーション作成検定　３級 1 名
ワープロ検定準２級・３級 4 名
情報処理技能検定試験（表計算）２級～３級 10 名
文書デザイン検定試験　２級～４級 13 名

就職内定率

主な就職先

社会人教育R2年度実績)

種別
公共職業訓練

公共職業訓練

公共職業訓練

総受講者数

取得資格
(R2年度実績)

取得資格
(R2年度実績)

取得資格
(R2年度実績)

在校生数 42名(R3年度) 収容定員 60名 卒業者数 21名(R2年度)

パティシエ・ブーランジェ学科 課程名 衛生専門課程（単位制昼間部）

在校生数 22名(R3年度) 収容定員 80名 卒業者数 12名(R2年度)

卒業単位数 64単位 専門士付与 H22.3～ 就職者数 12名(R2年度)

100％　(就職者数/就職希望者数)

製菓・製パン業及び食品関連工場の他、一般企業

講座名称 訓練期間 受入数
ＰＣ実務科 R2.5.25～R2.8.12(3ヶ月) 19名

会計パソコン科 R2.8.6～R2.12.4(4ヶ月) 18名

ＰＣ実務科 R2.12.9～R2.3.11(3ヶ月) 18名

19名(R2年度)

95％　(就職者数/就職希望者数)

動物病院、畜産関連業界、ペットショップの他、一般企業

ペットライフケア学科 課程名 商業実務専門課程（単位制昼間部）

在校生数 57名(R3年度) 収容定員 60名 卒業者数 20名(R2年度)

卒業単位数 93単位 専門士付与 H22.3～ 就職者数 21名(R2年度)

100％　(就職者数/就職希望者数)

動物病院、畜産関連業界、ペットショップの他、一般企業

動物看護師学科 課程名 商業実務専門課程（単位制昼間部）

卒業単位数 62単位 専門士付与 H22.3～ 就職者数

55名



【３】教職員 R3.5現在

教職員数 校　長

専　任 1名

兼　任

計 1名

その他、未記載の取得資格多数

【４】キャリア教育・実践的職業教育

キャリア教育

実践的職業教
育

教　員 講　師 助　手 事務職員 その他 計

19名 3名 4名 27名

19名 5名 3名 27名

19名 19名 8名 7名 54名

取　得　資　格 人　数 取　得　資　格 人　数
情報系国家資格（１・２種、基本
等）

3名

CAD利用技術者1級 1名

CG検定2級 1名

ウエディングスペシャリスト 1名

ウエディングプランナー 1名

日商簿記1級 1名

1名

ブライダルコーディネーター 1名

インテリアコーディネーター 1名

エグゼクティブインストラクター（ブ
ライダル）

1名

国内及び一般旅行主任者 1名

2級建築士 1名

診療報酬請求事務能力認定試験（医
科）

1名

キャリアコンサルタント 1名

医療事務管理士 1名

教員免許取得者(幼・小・中・高) 3名

保育士 1名

調理師 2名

唎酒師 1名

■全学共通カリキュラムとして、1年・2年を通して【キャリアプランニング】という科目を設置している。その科目で
は、単なる職業教育には留まらないライフデザインの考え方、他者とのコミュニケーションの取り方、履歴書作成、企
業情報の取得方法、面接指導などを実施している。
■1年生全員に対し、産業カウンセラーとのキャリア面談を実施している。

日本ペットビジネススクール協会主催
トリマー検定1級

1名

日検情報処理技能検定1級 1名
日検日本語ワープロ検定2級 1名
サーティファイWebクリエイター能力認定試験 1名

AEA認定講師 2名

AEAインターナショナルエステティシャン 2名

経営学修士 1名

1名管理栄養士

3名製菓衛生師

1名

■1年後期課程から、インターンシップ教育を開始している。特にパティシエ・ブーランジェ学科、動物看護師学科、
ペットライフケア学科においては、ほぼ全ての学生が学外で実習を行う。
■全ての学科が外部企業と連携する科目を設定し、履修後に評定書を頂き、単位認定している。
■全ての学科がショップ出店、営業シミュレーション、商品開発、コンクール出品等の外部の人々の目に触れる、ある
いは実務を想定した実習を通じて、学習成果の実践と外部評価からのフィードバックを行っている。
■新設のゲームクリエイター学科を除く全ての学科が文部科学省による「職業実践専門課程」の認可を受けている。

西洋料理テーブルマナー講師

小学校英語指導者 1名

和風ラッピングコーディネーター 1名

メディカルクラーク2級 1名

無人航空従事者試験3級 1名
ギフトラッピングコーディネーター 1名

愛玩動物飼養管理士 3名
パピーライフ指導認定動物看護師 1名

ＪＣＳＡ認定ドッグトリマー 1名

建設業経理事務士２級 1名

教員の専門性
（専任教員の
み記載）

4名認定動物看護師

1名ドレスコーディネーター

1名JSA認定ソムリエ

1名ＳＥＳ認定ドッグライフカウンセラー

1名ペットマッサージセラピスト

JNAフットケア理論検定試験指導員

1名JNAジェルネイル検定中級

1名JNAネイリスト技能検定２級

1名CIDESCOインターナショナルエステティ
シャン

ドッググルーミングスペシャリスト 1名

アニマルヘスステクニシャン 1名



就職支援

【５】様々な教育活動・教育環境

R03年度予定（新型コロナウィルス感染拡大防止のため一部すでに中止したものを含みます）

課外活動

教育環境

【６】学生の生活支援

学生支援

長期欠席者 へ
の支援

その他の 学生
支援

■年1回、全職員が企業担当者役になって就職面接指導を徹底するイベントを開催している。
■年1回、就職活動を始める動機づけとして就職活動出陣式を開催している。
■キャリアサポート室を設置し、情報提供とともに就職相談・面接練習を行っている。
■女学生に対し、リクルートメイク講習会を実施している。
■全学生に対し、リクルートスーツ講習会を実施している。
■担任・保護者・就職課との三者連携により、学生を内定へ導くノウハウを構築している。
■求人開拓担当者を採用し、情報収集、信頼関係の構築を図っている。
■無料職業紹介事業の認可校となっている。

学校行事

【学年共通】
4月：健康診断、6月：前期中間試験・運動会、7月：学園祭、7月末～8月下旬：夏休み、6月、7月、9月の3回：学生に
よる地区清掃活動、9月：前期期末試験、10月：スポーツ大会、11月：後期中間試験・学校公開日、12月末～1月初旬：
冬休み、2月：後期期末試験、2月下旬～3月末：年度末休み

【1学年】
4月：入学式・新入生オリエンテーション・新入生研修・新入生保護者説明（Web）、1月：就職活動出陣式、就職ﾗﾘｰ
（3年制学科は2学年）1月～3月：保護者個別面談
※その他、学科研修旅行を任意の時期に実施する場合がある。

【2学年】
4月：2学年オリエンテーション、5月：就職ﾗﾘｰ（3年制学科除く）、7月：就職未内定者指導、3月：卒業式（3年制学科
除く）
※その他、学科研修旅行を任意の時期に実施する場合がある。

■部活動：野球、バスケットなどの希望者を中心に長野県大会前に結成する場合がある
■サークル活動：希望者が学校の許可を経て活動している
■ボランティア活動：学科ごとに推進している場合がある。学校全体としては、平成23年に70名規模の
体制により、学科ごとの特徴を活かした福島震災ボランティア活動を実施した。

全教室、EPSON社製の電子黒板プロジェクター・無線LAN・ネットワークプリンター・ホワイトボードを
配備、ホテル・ブライダル実習室、メイク・ネイル実習室、エステ実習室、ゲームクリエイター実習
室、多目的展示スペース、パティシエ実習棟、ペット実習棟、図書コーナー、キャリアサポート室、保健室、

学生支援組織として、学生相談委員会を編成している。学校満足度アンケートの実施や担任からのインシデント報
告に従い、副校長を中心とする委員会を開催する。さらに、キャリアコンサルタントが常駐し、外部カウンセリン
グ機関・連携病院からのアドバイスに基づき学生支援を実施している。

■担任教員の個別面談・学生への電話(メール)連絡
■担任教員の保護者連絡，保護者面談
■学校長・副校長・教務部長面談
■個別カウンセリング(外部連携)

■通学定期券の割引
■アパート・下宿の案内
■実習設備機器開放制度



【７】学生納付金・修学支援

授業料等納付金の内訳  R3.5実績
入学金 2年次納入額 3年次納入額

¥160,000 ¥850,000

¥160,000 ¥990,000 ¥990,000

¥160,000 ¥800,000

¥160,000 ¥800,000

¥160,000 ¥900,000 ¥900,000

¥160,000 ¥850,000

¥160,000 ¥900,000

教材費等を含む2年間の総支払額（実績ベース）  R3.5実績
1年教材費等

¥191,615 ¥118,848 ノート型Ｍａｃ

¥229,036 ¥244,000 ノート型Ｗｉｎ

¥244,645 ¥105,600 ノート型Ｗｉｎ

¥321,100 ¥105,600 ノート型Ｗｉｎ

¥222,980 ¥105,600 ノート型Ｗｉｎ

¥316,750 ¥105,600 ノート型Ｗｉｎ

¥257,372
年度によって、教材費等は若干の価格変動があります。概ねの目安として下さい。

※1　ゲームクリエイター学科、動物看護師学科の３年教材費については本年度の実績がないため見込額です。

※2　ペットライフケア学科は専攻により教材費の金額が異なります。

■特待生制度

特待生(学業優秀による給付制度　1年次及び2年次)

■各種修学支援制度

学校独自の学費サポート制度

①資格・検定支援金制度

②家族入学優遇制度

③学費分納制度

■公的機関の奨学金制度・ローン

①日本学生支援機構奨学金制度

②高等教育の修学支援制度

③国の教育ローン（日本政策金融公庫）

■未来学舎　提携教育ローン

各制度の詳しい情報は、学校HPの【募集要項】ページを参照してください

【８】学校の財務 学校法人HP　【情報公開】ページを参照して下さい

【９】学校評価 学校法人HP　【情報公開】ページを参照して下さい

学科名 授業料(年額) 設備費(年額) 1年次納入額 合計

クリエイトデザイン学科 ¥580,000 ¥270,000 ¥1,010,000 ¥1,860,000

ゲームクリエイター学科 ¥620,000 ¥370,000 ¥1,150,000 ¥3,130,000

ブライダル・ホテル学科 ¥560,000 ¥240,000 ¥960,000 ¥1,760,000

トータルビューティー学科 ¥560,000 ¥240,000 ¥960,000 ¥1,760,000

動物看護師学科 ¥630,000 ¥270,000 ¥1,060,000 ¥2,860,000

ペットライフケア学科 ¥580,000 ¥270,000 ¥1,010,000 ¥1,860,000

パティシエ・ブーランジェ学科 ¥620,000 ¥280,000 ¥1,060,000 ¥1,960,000

学科名 2年教材費等 3年教材費等 授業料等納付
金

PC等購入額(タイプ) 総支払額

クリエイトデザイン学科 ¥199,950 ¥1,860,000 ¥2,370,413

ゲームクリエイター学科※１ ¥195,770 ¥280,000 ¥3,130,000 ¥4,078,806

ブライダル・ホテル学科 ¥234,841 ¥1,760,000 ¥2,345,086

トータルビューティー学科 ¥239,450 ¥1,760,000 ¥2,426,150

動物看護師学科※1 ¥188,000 ¥240,000 ¥2,860,000 ¥3,616,580

ペットライフケア学科※2 ¥138,830 ¥1,860,000 ¥2,421,180

パティシエ・ブーランジェ学科 ¥247,015 ¥1,960,000 ¥2,464,387

修学支援


