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Ⅰ．学校の概要 

 

１．学校の教育方針 

▨  就職内定獲得を最終目標とせず、社会で活躍する人財になることを最終目標と見据えて

指導を行う 

▨ 夢をかなえるためのカウンセリングと個性に応じた指導を行う 

→PSAパーソナリティ診断（気質・性格診断）、個人・三者面談の随時実施 

▨ 困難な状況でも、折れない、諦めない心を養う指導を行う 

→レジリエンス向上プログラム 

▨ 「やり方（テクニック）」習得に偏重せず、「あり方（どうあるべきか）」を心掛けるよう

に促す指導も行う 

▨ コミュニケーション力と問題発見力、問題解決力を身につけるための指導を行う  

→挨拶、掃除の精度向上、学友会活動等（＝学生同士で討論できる機会の提供） 

▨ 自律する力、自ら考える力、行動する力、感謝する心を養う指導を行う 

＝ 教え過ぎない、与え過ぎない 

→セルフマネジメント、履修状況報告書 

▨ 基礎的な学力向上・体力向上に向き合う指導を行う 

→基礎学力向上プログラム、卒業必須資格（全学科共通：ビジネス能力検定、漢字能力

検定、MOS）、トレーニングジム〈ミライアス〉の有効活用、部活動の推進 

▨ 実践型・体験型プログラムを通して実践力を身に付けられるように指導する 

→インターンシップ、社会貢献プログラム、ヒューマンスキルプログラム 

 

２．学校法人の沿革 

1978年 個人立 『経理学校 岡山会計学館』を設立 

1981年 『岡山会計学館経理専門学校』として専修学校認可 

1985年 ビジネス本科に県下唯一の公務員ビジネスコース設置 

1989年 学校法人武田学園設立認可 

1995年 専門士認定校に指定 

1997年 校名を『専門学校ビーマックス』へ変更 

2001年 文部科学省「専修学校 ITフロンティア教育推進事業」研究校 

同年 心の知性教育をベースとした「ヒューマンスキルプログラム」を開始 

2002年 文部科学省「専修学校社会人キャリアアップ教育推進事業」研究校 

2003年 文部科学省「専修学校先進的教育研究開発事業・学生ケアシステム

化」研究校 

2009年 生涯学習センター開設 

2010年 キャリア支援センター開設 

2017年 トレーニングジム〈ミライアス〉開設 

 

３．設置する学科・コースと総定員（2021年 4月 1日現在） 

学科 コース・専攻 修業年限 総定員 性別 

エ ア ラ イ ン エアライン 2年 40 男女 

ブ ラ イ ダ ル ・ ホ テ ル ブライダル・ホテル 2年 40 男女 

メディカルスタッフビジネス メディカルスタッフ 2年 40 男女 

公 務 員 
公務員ビジネス 2年 120 男女 

公務員  1年 20 男女 
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４．学生数の状況について（2020年 5月 1日現在） 

学科 コース・専攻 1年 2年 計 

エ ア ラ イ ン エアライン 16 9 25 

ブ ラ イ ダ ル ・ ホ テ ル ブライダル・ホテル 18 16 34 

メディカルスタッフビジネス メディカルスタッフ 5 12 17 

公 務 員 
公務員ビジネス 44 50 94 

公務員  18 - 18 

 計 101 87 188 

 

５．役員・評議員の概要（2021年 4月 1日現在） 

  理 事： 7名 

  監 事： 2名 

  評議員： 15名 

 

６．役員名簿（2021年 4月 1日現在） 

理事長 武田 結幸 常勤 

理事 横田 悟 常勤 

理事  武田 知子 常勤 

理事 岩城 孝男 非常勤 

理事 上月 健輔 非常勤 

理事 逢沢 一郎 非常勤 

理事 本谷 伸一郎 非常勤 

監事 那須 照正 非常勤 

監事 平松 俊男 非常勤 

 

６．教職員の概要（2021年 4月 1日現在） 

  教職員： 22名 

  講 師： 28名 

 

７．組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人　武田学園　2021年度（令和3年度）組織図

学校法人　武田学園

専門学校ビーマックス

理事会

教務部

広報営業部

生涯学習センター

総務部

エアライン学科

学校関係者評価委員会

教育課程編成委員会

自己点検・評価委員会

ブライダル・ホテル学科

公務員学科

ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営

基礎学力・英語力・体力向上
プロジェクト

キャリア支援センター

メディカルスタッフビジネス学科
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Ⅱ 事業の概要 

 

１．学習について 

（１）概要 

▢ 新型コロナウィルス感染拡大の影響により、2020年 4月下旬～同年 5月下旬を中心に、オン

ラインにて授業を提供する期間があった。オンラインでの授業には、zoomや Googleドライ

ブを活用。特に新入生にとっては、入学して間もないうちの緊急な対応を迫ることとなった

が、大きな混乱もなく進めることが出来た。 

 

▢ 登校・対面型授業再開後も、集団で行うヒューマンスキルプログラムや学外と連携して行っ

てきた社会貢献など一部のプログラムは、予定通りの遂行が難しく、内容や運営方法を一部

変更しての対応となった。 

 

▢ 新型コロナウィルス感染拡大の影響では、エアライン学科は、岡山空港でのインターンシップ

を行うことが出来ず、空港職員による授業を延長・追加して頂いた。また、毎年行っていた羽

田空港や伊丹・神戸空港等、県外施設への見学も難しかった中で、高松空港と松山空港では、

短期間の研修・見学を受け入れて頂いた。また、特別講演として、株式会社 JALスカイ仙台の

社長 高橋様にお越し頂き、直接お話を伺った。 

 

▢ ブライダル・ホテル学科は、例年、県内外問わず、本人の希望した施設で行わせて頂いていた

が、2020年度は、県内と周辺地域（福山等）に地域を限定した。インターンシップでの学びを

学生自身で振り返り、その成果と感謝をお伝えする「インターンシップ発表会」には、お世話

になった企業のうち 11社 21名の方にお集まり頂くことが出来た。 

 

▢ ブライダル・ホテル学科 卒業年次生の集大成の場である 2 月の「模擬結婚式」は、コロナ禍

における結婚式のあり方と改めて向き合うためにも、感染防止ガイドラインを徹底して、開催

に挑んだ。今年も、会場、衣装、装飾・プロデュース、装花等で、多くの企業の方々にご協力

を頂いた。 

 

▢ エアライン学科とブライダル・ホテル学科については、2021年度は、企業様と連携した特別な

プログラムを実施する予定である。 

 

▢ 公務員学科でも、例年行っていた官庁訪問が実施できなかった。一部の希望者は、自治体や

一般企業のインターンシップに参加をしているが、カリキュラムとして全学生への導入はで

きていない。 

 

 

（２）資格・検定の取得状況について 

Ａ：卒業年次生（2021年 3月 31日現在）※2年間の実績（退学者も含む） 

資格・検定 国家資格 受験者数 合格者数 

ビジネス能力検定ジョブパス 3級 集計   116 116 

Microsoft Office Specialist Excel 2016  集計   116 111 

ニュース時事能力検定 3級 集計   117 72 

アマデウスシステム検定 Specialist(初級） 集計   9 9 

医事オペレータ技能認定試験 集計   12 12 
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医師事務作業補助技能認定試験 集計   12 9 

医療事務技能審査試験（医科） 集計   12 12 

介護事務管理士技能認定試験 集計   12 12 

サービス介助士 集計   26 25 

診療報酬請求事務能力認定試験（医科） 集計   12 1 

調剤事務管理士技能認定試験 集計   12 11 

登録販売者試験 集計 ✔ 12 1 

ブライダルコーディネート技能検定 集計 ✔ 16 5 

マナー・プロトコール検定 3級 集計   25 24 

 

Ｂ：１年生（2021年 3月 31日現在）※公務員コースは卒業年次生に含む 

資格・検定 国家資格 受験者数 合格者数 

ビジネス能力検定ジョブパス 3級 集計   80 67 

Microsoft Office Specialist Excel 2016  集計   31 19 

ニュース時事能力検定 3級 集計   81 52 

アマデウスシステム検定 Specialist(初級） 集計   15 11 

医療事務技能審査試験（医科） 集計   5 5 

介護事務管理士技能認定試験 集計   6 6 

マナー・プロトコール検定 3級 集計   34 34 

 

 

２．卒業年次生の就職・内定状況について 

◇コース別内定者数一覧（2021年 3月 31日現在） 

コース 希望者数 内定者数 備考 

エアライン 9 9  

ブライダル・ホテル 14 14  

メディカルスタッフ 11 11  

公務員ビジネス 40 38 ※岡山県警察 10月採用者 2名含む 

公務員  11 11 ※岡山県警察 10月採用者 2名含む 

計 85 83  

 

▢ エアライン学科については、2020年度は全員航空業界に就職内定を頂くことが出来たが、新型

コロナウィルスの影響により、入社（出社）時期が、例年より遅れるなど影響が出ている。ま

た、2021年度卒業年次生は、航空業界希望者にとっては厳しい環境が想定されたため、日々の

学習はもちろん、どのように就職活動を進めるかについても、本人や保護者を交えて面談を行

っている。 

 

▢ ブライダル・ホテル学科についても、業界就職希望者については、影響があった。就職

活動が想定以上に長引いたり、中には内定先企業の業績低迷で内定が取り消されたもの
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もいた。エアライン学科同様、就職活動に限らず、日々の学習面においても不安定にな

りがちで、例年以上に、学生との面談を重ねている。 

 

▢ 公務員学科の公務員採用試験合格率は、一次試験で 94.7％、最終合格率は 81.9％であっ

た。一方、近年は、一般企業への就職希望者の割合も徐々に増えてきており、また公務員希

望者であっても、社会に出る意識づくりや幅広い視野の育成のため、2021年度は、公務員学

科の学生に向けた特別な就職プログラムを定期的に実施する。 

 

▢ 2020年度は、岡山県警察の 10月採用試験で 4名の学生が合格を頂き、2020年 9月末で

退学処理を行った。また一覧表には含まれていないが、公務員ビジネスコース 1年生の

うち、9名が 1年次で合格を頂いたため、全員 2021年 3月末で退学処理を行った。 

（ただし、2021年度より学則を変更し、一定の要件を満たせば、公務員ビジネスコースあ

るいは公務員コースの卒業を認めるものとする。） 

 

 

３．学生募集状況について 

◇2021年度コース別入学者数一覧（2021年 5月 1日現在） 

コース 出願者数 入学者数  

エアライン 19 17  

ブライダル・ホテル 17 16  

メディカルスタッフ 7 6 ※減 1名については、入学後、公務員ビジネスコースへ異動 

公務員ビジネス 85 73  

公務員  34 23  

計 162 136  

 

▢ 2021年度に向けた募集活動は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、一時来校型の

オープンキャンパスや対面の高校・会場ガイダンスが開催できない事態に追い込まれ

た。しかし、zoomを使ったオンラインオープンキャンパスや SNSによる広報活動を展開

することにより、一定の出願者数を得ることが出来た。 

 

 

４．その他 

▢ 2021年度は、「国の修学者支援新制度」の該当校として認定を頂くことが出来た。ま

た、国の修学者支援新制度に漏れてしまう学生への救済措置として、本校独自の「入学

前予約型支給奨学金制度」を設けた。 

 

▢ 株式会社ウェーブハウス様にご協力を頂いている「ウェーブハウス奨学金制度」につい

て、今までは出願者（入学希望者）のみが選考と対象であったが、2020年度は、対象に

在校生を加えて頂くことが出来た。 

 

 

５．生涯学習センターについて 

 生涯学習センターは、リカレント教育を中心とした事業を実施しており、主に岡山県委託

訓練及び独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の委託業務を受託している。 

 

▢ 職業訓練は、新型コロナウィルスの影響で一時休校を余儀なくされていたが、受託した
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10コースはすべて行うことが出来た。今年度初めて受託・開講した「Webサイト制作科

（津山）」は、特に注目度が高く、県南はもとより県外から受講生が集まった。 

 

▢ 独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構からの委託講座としては、一般企業の従業員

向けの IT活用を中心としたセミナーを 8本受託・開講した。各企業が求める内容に合わ

せて、細かく対応するようにしている。 

 

▢ 岡山県男女共同参画推進センターから、女性の社会進出及び復帰をサポートする「働く

女性トータルアシスト事業」を昨年に引き続き受託・開講した。在宅ワークを意識した

画像処理や動画編集の講座と、現役で働く女性のためのセミナーを複数行った。この講

座をきっかけとして、在宅ワークを始めた受講生も輩出することが出来た。 

 

以上 


