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学校法人　東京滋慶学園

１．法人の概要

①   法人の沿革

学校法人　東京滋慶学園　沿革

　　1999年4月　　東京生命科学学園　東京バイオテクロノジー専門学校　滋慶学園グループに加入

　　2000年4月　　東京生命科学学園　ベルエポック美容専門学校 開校

　　2003年4月　　ベルエポック美容専門学校　第2校舎増築

　　2004年4月　　日野学園　日本医歯薬専門学校　滋慶学園グループに加入

　　2008年12月　 歯研会学園　新東京歯科技工士学校　新東京歯科衛生士学校

　　　　　　　　　滋慶学園グループに加入

　　2012年1月　　赤堀学園　赤堀栄養専門学校　滋慶学園グループに加入

　　2013年4月　　歯研会学園・東京生命科学学園・日野学園・赤堀学園の四学校法人が合併し、

　　　　　　　　　学校法人東京滋慶学園設立

　　2014年4月　　赤堀栄養専門学校　赤堀製菓専門学校として再スタート

　　2014年10月 　新東京歯科技工士学校　新東京歯科衛生士学校　新校舎移転

　　2015年4月　　東京滋慶学園所在地を　大田区大森北１－１８－２に移転

　　2021年4月　　学校法人埼玉福祉学園と合併

　　　　　　　　　（埼玉福祉保育医療専門学校、埼玉ベルエポック製菓調理専門学校を吸収合併）



②  組織目的

③ 運営方針

　　本法人は、学校法人歯研会学園を存続法人として、東京生命科学学園・日野学園・赤堀

　　学園の３学校法人を吸収合併し、2013年4月より「学校法人東京滋慶学園」と改称した。

　  滋慶学園グループの学校法人として「職業人教育を通じて社会に貢献する」ことを共通の

　　ミッションとし、建学の理念（実学教育、人間教育、国際教育）を実践し、学校設置に関わる

　　各種法令、規則に則り、４つの信頼（学生の信頼、業界の信頼、高等学校の信頼、地域の

　　信頼）を得るべく独自の運営上の工夫を行い、職業人教育のトップブランドを目指す。

　　また、組織目的や運営方針は学校ごとに定め、事業計画に記載し運営する。

新東京歯科技工士学校

　　●組織目的

　　●運営方針　　

　　　産官学連携・協同教育に積極的にチャレンジする。

　　　アジアの企業、大学との教育提携を進め、新東京への留学制度を確立させる。

　　　学内のＩＣＴ教育システム（新東京スマホキャンパス）を整備し、教育業務の効率化を図る。

新東京歯科衛生士学校

　　●組織目的

　　●運営方針　　

　　　産官学連携・協同教育に積極的にチャレンジする。

　　　アジアの企業、大学との教育提携を進め、新東京への留学制度を確立させる。

　　　学内のＩＣＴ教育システム（新東京スマホキャンパス）を整備し、教育業務の効率化を図る。

　　　国際的な産官学連携・協同の歯科医療教育を通じて、 アジアの医療業界で活躍する
　　　歯科専門人材を育成することで、アジアの歯科技工・衛生分野におけるトップ
　　　ブランド校になる。

　　　国際的な産官学連携・協同の歯科医療教育を通じて、 アジアの医療業界で活躍する
　　　歯科専門人材を育成することで、アジアの歯科技工・衛生分野におけるトップ
　　　ブランド校になる。



東京バイオテクノロジー専門学校

　　●組織目的

　　　『実験を仕事にする（できる）』　№１のバイオ専門校となる。

　　　「実験を仕事にするには、あの学校！」と業界からも高等学校からも言われるようになる。

　　　実験を仕事にする分野（生物・化学）はすべて網羅し、地道な検証活動ができる正確な技術

　　　力・コミュニケーション力・マネジメント力を持つ職業人を養成する。

　　　また、バイオ分野の将来を見据えて、医療分野への対応もできている。

　　●運営方針　

       学生レベルに応じた教育＝インターンシップでレベル調整

          食品開発コース、遺伝子コースに専攻を設定

          校舎のWi-Fi化

          インターンシップ先の分類

          企業・大学による授業の展開

          講師会議に校内授業発表会等の実施

     高卒者以外への教育提供＝講座・資格・セミナー実施

          細胞培養技術講習の外部向け実施

          酒類講座の外部向け実施

     学校施設で業界とつながる＝施設貸し出しや協業

          機器購入の３カ年計画

          協業できそうなインターンシップ先を開拓

     収益事業の展開＝教育と相乗効果が期待できるもの

         卒業研究（産学協同）が補助金あるいは経費負担ができる企業でお願いできる（２００万円削減）

         酒類醸造に関する事業の事業計画策定

ベルエポック美容専門学校

　　●組織目的

　　　ベルエポック美容専門学校は、美容とファッションの聖地「原宿」から国内外に文化とトレンド

　　　を発信できる人材を養成します。そのために、「原宿」の地域文化、企業と共同し、美容・ファ

　　　ッションの人材を国内外で集め、育成することができる美容グループを目指します。

　　●運営方針

　　　原宿の産業･文化と融合した地（地域）・産学協同教育を推進する

　　　・原宿の文化、ファッション･美容業界とコラボレーションし、情報発信地点の役割を担う

　　　・原宿コラボにより、実践力を重視した新しい「教育システム」と「付帯授業」を構築する

　　　・入学者の2人に1人は、高校2年生で入学を決めている学校にする

　　　・身構え、気構え、心構えのできた人財育成を強化し、退学・転校・転科を減少させる

　　　・伝統校とは差別化された、これまでにない価値を創るに、攻めの財務基盤を作る

　　　・運営会議を最高の意思決定機関とし、情報集約と周知の徹底をはかる

　　　・運営会議を通じて、マネージャーの育成（目標達成、商品開発、組織運営）を図る



日本医歯薬専門学校

　　●組織目的

　　　本校は業界と共に学びを創り協働し、ＩＣＴ活用により「リアルな現場」を身近に感じながら

　　　学べる環境を提供することで「実践力」を備えた人材を養成する。

　　　さまざまなライフステージのプロを目指す一人ひとりの学ぶこと、働くことの機会を支え

　　　キャリアデザインの実現を支援する学校となる。

　　●運営方針

　　　　◎「リアルな現場」を感じられる学びの創造

　　　　◎「多彩な学び方」の環境整備

　　　　◎「現場体感で学ぶ」の見える化

赤堀製菓専門学校

　　●組織目的

　　　 明治以来137年間、日本食文化と西洋食分野の交流を行ってきた実績をもつ教育機関として、

　　　『和と洋の基礎を土台にグローバルな視点で世界中の美味しいを学ぶスイーツ・カフェ』

      をコンセプトに和菓子と洋菓子の基礎知識・技術と、産学連携に重点をおいた教育で常に

　　　進化していく食文化の中で柔軟に対応し製造、普及できる人材を養成し社会に貢献する。

　　●運営方針

　　　和と洋＆産学連携を土台としたカリキュラムの構築で学生と職員の満足度を向上させ

　　　顧客に選ばれる学校になる

　　　　１．製造・普及できる人材を養成する新しい学びを構築する

　　　　　・顧客の価値にこだわった専攻別教育システムの構築

　　　　　・組織目的にそった学科カリキュラムのイノベーション

　　　　　・学生、卒業生の起業プログラムを構築する

　　　  ２．グローバルな視点でのカリキュラムや支援で留学生から選ばれる学校になる

　　　　　・留学生の国内、母国での就職支援強化

　　　　　・『わかりやすい』『できるようになった』を感じられる授業づくり

　　　　３．目標達成できる組織になる

　　　　　・運営効率の向上と厳正な予算管理で収益目標を厳守する

　　　　　・会議・研修を通じてＰＤＣＡサイクルを回せる組織をつくる

　　　　　・業務改革を通じて目標達成できる組織をつくる

　　　　４．職員満足度の高い組織になる

　　　　　・「自己開示と対話」のあふれるチーム組織の構築

　　　　　・成果を伴いながら働き方改革を実現できる個人とチーム構築

　　　　　・労働法規を遵守した職場環境の整備



埼玉福祉保育医療専門学校

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

　　●組織目的

　　●運営方針

地域特性※１とＩＴやＩＯＴなどの先進的なテクノロジーを融合する産官学連携教育を通じて、社会の高度化・複雑
化・専門化※２に対応した職業人教育を確立。
人生100年時代を支える医療・福祉・食の専門人材を多数輩出し続ける「社会を育てる学校」になる。

※１　地域特性
さいたま市を含む首都ドーナツ圏は2500万人の人口を抱え、団塊の世代が多く、高齢化が進む。人口に対し医療インフ
ラが不十分であり、団塊ジュニア世代（40代後半）を中心とした労働者は育児と介護の課題に直面し、ストレスコント
ロールをしながら社会を生きている。
※２　２０３０年問題
労働人口の減少により日本の経済活動は鈍化。生産年齢人口は稼ぎ手であると同時に、消費の担い手でもある。女性、
高齢者、外国人の労働力を確保するためにも、その環境をつくる・支える様々なテクノロジーを活用・応用できるフレ
キシブルな専門人材が求められる。

■学校の新設・分離と統合運営イノベーション
既存の埼玉２校５分野に加え、新しい分野の学校・学科の新設を視野に、事務局部門を統合し、社会の変化、顧客の期
待に応える俊敏性と柔軟性のある学校運営を実現する。

■学校広報と教育・就職を連結する「さいたまⅤ」（仮）
労働人口の減少にって直面する課題の解決を目指した教育イベント「さいたまⅤ」。福祉、医療、保育の３分野に加
え、労働者に活力を与える製菓、調理の２分野、さらにスポーツやIT等の分野を加え、社会の高度化・複雑化・専門化
に必要な人材育成を地域と連携して実現する。
※各企業・団体には「さいたまⅤ」のスポンサーになってもらう

■マネージャーの育成
上記２つのイノベーションを実現するためには、マネージャーの育成が急務である。滋慶学園が大事にしている「人は
仕事を通じて成長する」という考え方のもと、学習する組織、対話を重視するマネジメントを実現する。



法人名　：　学校法人東京滋慶学園

＊2022年3月31日現在

160 名 115 名 105 名 5.1 % 8.9 % 97.3 % 5 月

160 名 170 名 178 名 3.4 % 1.6 % 100 % 3 月

80 名 110 名 129 名 2.9 % 4.4 % 100 % 3 月

440 名 450 名 454 名 4.8 % 4.7 % 100 % 3 月

285 名 250 名 251 名 3.9 % 5.6 % 97.0 % 4 月

160 名 110 名 106 名 3.8 % 5.4 % 100 % 3 月

240 名 205 名 202 名 3.5 % 4.9 % 100 % 3 月

120 名 100 名 82 名 3.2 % 6.1 % 100 % 3 月

1,645 名 1,510 名 1,507 名 3.9 % 4.8 % 99.3 %

埼玉福祉保育医療専門学校 84.2%

赤堀製菓専門学校 66.3%

2021年度
就職達成月

④　広報・教育・就職の結果報告

2022年度
入学者目標

2022年度
入学定員

2022年度
入学定員充足率

2022年度
入学者数

2021年度
D.O率目標

2021年度
D.O率

2021年度
就職率

新東京歯科衛生士学校

新東京歯科技工士学校

111.3%

65.6%

ベルエポック美容専門学校

東京バイオテクノロジー専門学校 161.3%

103.2%

日本医歯薬専門学校 88.1%

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 68.3%

合計 91.6%



⑤　実行方針

１． グループの壁を越えた、各委員会のミーティングを活発に行い、総務・人事や高校

　　 センターなど滋慶学園として機能させる。

２． 自己点検評価、主要財務比率等を参考に主体的に目標を作成する。

３． 学生満足度をUPさせるアンケートを企画し、UPのために努力する。

４． 強い広報を目指す。滋慶学園共通の広報の強化と広報活動を前倒し、きめ細かい対応

　　 をする。またWebを重視する。

５． 教育力を強化する。

　　　・JESC教育部会を強化し、分野別の課題解決に努め、教育力をUPさせる。

　　　・教職員研修を強化し、担任力・学科長のマネジメント力と教員・講師の教育力を強

　　　　化する。

　　　・職業と共に学科・コースのあり方を見直す。

　　　・学科目標を明確にし、それを達成する。

　　　・英語力・コンピュータ力の充実

　　　・教育システム（産学協同システム、プレカレッジ、ポストカレッジ等）の確立

　　　・基礎力（人間性、専門基礎、国語読解力等）をつける。

　　　・業界とのパイプを強化し、実習、イベント、共同研究及び生涯教育システム等を作

　　　　り出す。

　　　・遠隔教育を実用化する。

　　　・図書室の充実（専門図書、電子図書）

　　　・国試対策センターを中心に機能させ、各校・各学科をリンクさせ、国試合格率

　　　　100％を目指す。

　　　・海外研修をより充実させたものとするため、事前授業・事後授業を強化するととも

　　　　にイノベーションにも努める。

６． 学生相談室を強化し、途中学科・コース変更又は学校変更を含め学生カウンセリング

　　 を重視し、D.Oゼロを目指し、努力する。

７． プロの運営者育成のプログラムの強化と人材育成に力を入れる。

　　　・各種運営会議に力を入れ、コミュニケーションを図る。

　　　・広報研修を充実させ、広報力の強化を図る。

８． コンプライアンス体制を強化する。

　　　・理事会、監事の体制を強化する。

　　　・防災体制等リスクマネジメントを強化する。

　　　・問題点を発見し、解決する。



⑥   法人の設置する学校・学科（2021年度）

新東京歯科技工士学校

　　　　歯科技工専門課程  　　歯科技工士科Ⅰ部　２年制

　　　　　　　　　　　　　　　歯科技工士科Ⅱ部　３年制・夜間部

　　　　　　　　　　　　　　　歯科技術予備教育科　１年制

新東京歯科衛生士学校

　　　　歯科衛生専門課程　　　歯科衛生士科Ⅰ部　３年制

　　　　　　　　　　　　　　　歯科衛生士科Ⅱ部　３年制・夜間部

東京バイオテクノロジー専門学校

　　　　農業専門課程　　　バイオテクロノジー科　３年制

　　　　　　　　　　　　　バイオテクロノジー科　４年制

ベルエポック美容専門学校

　　　　美容専門課程　　　美容師科　　２年制

　　　　衛生専門課程　　　トータルビューティ科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　ヘアメイク科　　２年制

　　　　通信課程　　　　　美容師科　　３年制

日本医歯薬専門学校

　　　　医歯薬専門課程　　　歯科衛生士学科Ⅰ部　　３年制

　　　　　　　　　　　　　　歯科衛生士学科Ⅱ部　　３年制・夜間部

　　　　　　　　　　　　　　視能訓練士学科Ⅰ部　　３年制

　　　　　　　　　　　　　　視能訓練士学科Ⅱ部　　１年制・夜間部

　　　　　　　　　　　　　　くすりアドバイザー学科　　１年制・夜間部

　　　　医療事務専門課程　　医療事務IT学科　　１年制・夜間部

　

赤堀製菓専門学校

　　　　衛生専門課程　　　パティシエ科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　パティシエ実践科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　カフェビジネス科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　スイーツ・パン専科　　１年制

　　　　　　　　　　　　　カフェ専科　　１年制

　　　　通信課程　　　　　製菓衛生師通信課程　　１年制

埼玉福祉保育医療専門学校

　　　　社会福祉専門課程　介護福祉士科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　保育士科　昼間主コース・夜間主コース　　２年制

                          社会福祉士養成科　　３年制・夜間部

　　　　医療専門課程  　　言語聴覚士科　　３年制

　　　　　　　　　　　　　言語聴覚士科Ⅱ部　　２年制・夜間部

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

　　　　衛生専門課程　　　パティシエ科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　製菓調理師科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　調理師科　　２年制

　　　　　　　　　　　　　カフェ総合科１年制　　１年制

　　　　通信課程　　　　　製菓衛生師科　　１年制



法人名　：　学校法人東京滋慶学園

●学生数

新東京歯科技工士学校 ※2021年5月1日現在
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

歯科技工士科Ⅰ部 90 180 100 80 ― ― 180 100.0%
歯科技工士科Ⅱ部 35 105 19 12 8 ― 39 37.1%
歯科技術予備教育科 35 35 18 ― ― ― 18 51.4%

計 160 320 137 92 8 0 237 74.1%

新東京歯科衛生士学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

歯科衛生士科Ⅰ部 80 240 87 82 86 ― 255 106.3%
歯科衛生士科Ⅱ部 80 240 89 83 77 ― 249 103.8%

計 160 480 176 165 163 0 504 105.0%

東京バイオテクノロジー専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

バイオテクノロジー科４年制 40 160 34 67 44 36 181 113.1%
バイオテクノロジー科３年制 40 120 78 66 58 ― 202 168.3%

計 80 280 112 133 102 36 383 136.8%

ベルエポック美容専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

美容師科 160 320 165 154 ― ― 319 99.7%
トータルビューティ科 120 240 125 112 ― ― 237 98.8%
ヘアメイク科 120 240 166 157 ― ― 323 134.6%

計 400 800 456 423 0 0 879 109.9%

日本医歯薬専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

歯科衛生士学科Ⅰ部 70 210 78 70 65 ― 213 101.4%
歯科衛生士学科Ⅱ部 70 210 79 68 71 ― 218 103.8%
医療事務ＩＴ学科 40 40 20 ― ― ― 20 50.0%
くすりアドバイザー学科 35 35 16 ― ― ― 16 45.7%
視能訓練士学科Ⅰ部 35 105 40 36 30 ― 106 101.0%
視能訓練士学科Ⅱ部 35 35 35 ― ― ― 35 100.0%

計 285 635 268 174 166 0 608 95.7%

赤堀製菓専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

パティシエ科 40 80 35 19 ― ― 54 67.5%
パティシエ実践科 40 80 28 27 ― ― 55 68.8%
カフェビジネス科 40 80 21 23 ― ― 44 55.0%
スイーツ・パン専科 40 40 19 ― ― ― 19 47.5%
カフェ専科 40 40 13 ― ― ― 13 32.5%

計 200 320 116 69 0 0 185 57.8%

埼玉福祉保育医療専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

介護福祉士科 40 80 48 43 ― ― 91 113.8%
保育士科 40 80 45 41 ― ― 86 107.5%
保育士科　夜間主コース 40 80 29 25 ― ― 54 67.5%
社会福祉士養成科 40 40 41 － ― ― 41 102.5%
言語聴覚士科 40 80 36 39 ― ― 75 93.8%
言語聴覚士科Ⅱ部 40 80 17 6 ― ― 23 28.8%

計 240 440 216 154 0 0 370 84.1%

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

パティシエ科 40 80 22 32 ― ― 54 67.5%
製菓衛生師科 40 80 29 28 ― ― 57 71.3%
調理師科 80 160 73 80 ― ― 153 95.6%
カフェ総合科１年制 40 40 15 ― ― ― 15 37.5%

計 200 360 139 140 0 0 279 77.5%

入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

1,725 3,635 1,620 1,350 439 36 3,445 94.8%

●通信課程
学科名 入学定員 総定員 1年生 2年生 3年生 4年生 合計 定員充足率

ベルエポック美容専門学校 160 480 160 152 112 ― 424 88.3%
計 160 480 160 152 112 0 424 88.3%

2021年度事業現況報告　（法人全体の概要）

法人合計



⑧役員・教職員の概要

（教職員）

　　　 新東京歯科技工士学校

　　　　　　専任教員　 　14名

　　　　　　兼任教員　　 48名

　　　　　　専任職員　 　 3名

　　　 新東京歯科衛生士学校

　　　　　　専任教員　　 14名

　　　　　　兼任教員　　 95名

　　　　　　専任職員　　  3名

　　　 東京バイオテクノロジー専門学校

　　　　　　専任教員　　 12名

　　　　　　兼任教員　   54名

　　　　　　専任職員　　  5名

　　　 ベルエポック美容専門学校

　　　　　　専任教員　　 31名

　　　　　　兼任教員　　 35名

　　　　　　専任職員　　  4名

　　　 日本医歯薬専門学校

　　　　　　専任教員　　 25名

　　　　　　兼任教員　　 88名

　　　　　　専任職員　   10名

　　　 赤堀製菓専門学校

　　　　　　専任教員　　 11名

　　　　　　兼任教員　   30名

　　　　　　専任職員　　  6名

　　　 埼玉福祉保育医療専門学校

　　　　　　専任教員　 　 25名

　　　　　　兼任教員　    72名

　　　　　　専任職員　　   6名

　　　 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

　　　　　　専任教員　　　16名

　　　　　　兼任教員　　　29名

　　　　　　専任職員　　　 2名



＜役員＞

 役員（理事７名・監事２名）

　　 　　　 理事長　　中村  道雄

　　　　　  理　事　　福原　達郎

　　 　　　 理　事　　森田　眞佐樹

　　 　　　 理　事　　大野　昭弘

　　 　　　 理　事　　小川　昭久

　　　　　  理　事　　古島　昭博

　　 　　　 理　事　　田仲　豊徳

　　 　　　 監　事　　寺田　宗功

　　　　　  監　事　　朝武　純子

評議員（１５名）

　　 　　　 評議員　　飯塚　洋一

　　 　　　 評議員　　青木　猛正

　　 　　　 評議員　　須田　英明

　　 　　　 評議員　　大谷　啓一

　　 　　　 評議員　　福原　達郎

　　 　　　 評議員　　彦根　幸子

　　 　　　 評議員　　栗原　法子

　　 　　　 評議員　　浮舟　邦彦

　　 　　　 評議員　　竹本　雅信

　　 　　　 評議員　　岩村　勇

　　 　　　 評議員　　結城　健二

　　 　　　 評議員　　中村　道雄

　　 　　　 評議員　　大野　昭弘

　　 　　　 評議員　　三觜　雅子

　　 　　　 評議員　　森田　眞佐樹



⑨施設･設備の状況

新東京歯科技工士学校・新東京歯科衛生士学校

・本校舎　　 東京都大田区大森北１－１８－２

　　　　　　 校地 630.80㎡（共用）

　　　　　　 校舎 810.90㎡（技工士学校専用）　　1,023.71㎡（衛生士学校専用）

　　　　　　　　  2,228.64㎡（共用）

東京バイオテクノロジー専門学校

・第1校舎　　東京都大田区北糀谷1丁目244番2

　　　　　　 校地576.79㎡　　　校舎1,027.22㎡

・第2校舎　　東京都大田区北糀谷1丁目239番3

　　　　　　 校地195.94㎡　　　校舎410.42㎡

ベルエポック美容専門学校

・第1校舎　　東京都渋谷区神宮前3丁目26番1･2･4

　　　　　 　校地606.59㎡ 　　　校舎1,246.37㎡

・第2校舎　　東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目296番1

　　　　　　 校地947.74㎡ 　　　校舎1,230.40㎡

・第3校舎　　東京都渋谷区神宮前3丁目18番4

　　　　　　 校地609.84㎡　　 　校舎1,049.24㎡

日本医歯薬専門学校

・本校舎　　 東京都杉並区高円寺南２－４４－１

　　　　　　 校地603.64㎡　　   校舎1,976.65㎡

赤堀製菓専門学校

・本校舎　　 東京都豊島区目白3丁目1番31号

　　　　　 　校地766.44㎡　     校舎1,578.03㎡

埼玉福祉保育医療専門学校

・第１校舎　埼玉県さいたま市大宮区仲町3-88-2

　　　　　　校地301.22㎡　　校舎1,119,55㎡

・第２校舎　埼玉県さいたま市大宮区仲町42-8

　　　　　　校地335,16㎡　　校舎1,167.07㎡

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

・第１校舎　埼玉県さいたま市大宮区仲町3-25

　　　　　　校地239,96㎡ 　 校舎790,21㎡

・第２校舎　埼玉県さいたま市大宮区仲町3-100-2

　　　　　　校地309,85㎡  　校舎1,019,20㎡



⑩学校法人　東京滋慶学園　理事会・評議員会の開催状況

日時 参加者 議案 備考

・2020年度事業報告の件

・2020年度決算報告承認の件

・第１号議案(1)新東京歯科技工士学校に関する件

・第１号議案(2)新東京歯科衛生士学校に関する件

・第１号議案(3)東京バイオテクノロジー専門学校に関する件

・第１号議案(4)ベルエポック美容専門学校に関する件

・第１号議案(5)日本医歯薬専門学校に関する件

・第１号議案(6)赤堀製菓専門学校に関する件

・第１号議案(7)埼玉福祉保育医療専門学校に関する件

・第１号議案(8)埼玉ベルエポック製菓調理専門学校に関する件

・第１号議案(9)理事の変更の件

・第１号議案(10)外部役員の責任限定契約締結の件

・寄附行為変更について

(1)令和3年6月25日 文部科学省からの通知への対応に関する変更の件（令和
4(2022)年4月1日変更）

・学則変更に関する件

(1)日本医歯薬専門学校

(2)新東京歯科衛生士学校

(3)赤堀製菓専門学校

(4)埼玉福祉保育医療専門学校

(5)埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

・その他の件

(1)横浜市中区の土地の購入

(2)校長の変更

(3)中間報告(学生募集、国家試験対策、コロナウィルス感染症対応他）

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1)埼玉福祉保育医療専門学校の件

(2) ベルエポック美容専門学校の件

(3) 横浜ベルエポック美容専門学校設置の件

・その他

(1)2021年度上半期事業報告・下半期事業計画、上半期収支報告・補正予算

(2)新任役員の競業の承認

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1）ベルエポック美容専門学校の件

(2) 日本医歯薬専門学校

(3) 赤堀製菓専門学校

(4) 埼玉福祉保育医療専門学校の件

・その他

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1)東京バイオテクノロジー専門学校の件

・その他

(1)2022（令和４）年度事業計画・収支予算

(2)海外研修プログラム等に関する基本方針策定の件

(3)理事及び評議員並びに監事の重任の件

(4)理事長及び常務理事に代表権を付与する件

(5) ハラスメント防止規程の制定の件

・報告事項

(1)2022年度学校名と学科名

(2)リスクマネージメントアンケート結果

第5回
2022年
3月31日

9名

第4回
2022年
1月17日

9名

理事会の開催状況

第3回
2021年
12月1日

9名

第１回
2021年
5月28日

9名

第2回
2021年
9月1日

9名



日時 参加者 議案 備考

・第１号議案(1)新東京歯科技工士学校に関する件

・第１号議案(2)新東京歯科衛生士学校に関する件

・第１号議案(3)東京バイオテクノロジー専門学校に関する件

・第１号議案(4)ベルエポック美容専門学校に関する件

・第１号議案(5)日本医歯薬専門学校に関する件

・第１号議案(6)赤堀製菓専門学校に関する件

・第１号議案(7)埼玉福祉保育医療専門学校に関する件

・第１号議案(8)埼玉ベルエポック製菓調理専門学校に関する件

・第１号議案(9)理事の変更の件

・第１号議案(10)外部役員の責任限定契約締結の件

・第２号議案2020年度事業報告の件

・第３号議案2020年度決算報告承認の件

・寄附行為変更について

(1)令和3年6月25日 文部科学省からの通知への対応に関する変更の件（令和
4(2022)年4月1日変更）

(2)埼玉福祉保育医療専門学校及び埼玉ベルエポック製菓調理専門学校校名
変更に係る件

・学則変更に関する件

(1)日本医歯薬専門学校

(2)新東京歯科衛生士学校

(3)赤堀製菓専門学校

(4)埼玉福祉保育医療専門学校

(5)埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

・その他の件

(1)横浜市中区の土地の購入

(2)校長の変更

(3)中間報告(学生募集、国家試験対策、コロナウィルス感染症対応他）

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1)埼玉福祉保育医療専門学校の件

(2) ベルエポック美容専門学校の件

(3) 横浜ベルエポック美容専門学校設置の件

・その他

(1)2021年度上半期事業報告・下半期事業計画、上半期収支報告・補正予算

(2)新任役員の競業の承認

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1）ベルエポック美容専門学校の件

(2) 日本医歯薬専門学校

(3) 赤堀製菓専門学校

(4) 埼玉福祉保育医療専門学校の件

・その他

・寄附行為変更について

・学則変更に関する件

(1)東京バイオテクノロジー専門学校の件

・その他

(1)2022（令和４）年度事業計画・収支予算

(2)海外研修プログラム等に関する基本方針策定の件

(3)理事及び評議員並びに監事の重任の件

(4)理事長及び常務理事に代表権を付与する件

(5)ハラスメント防止規程の制定の件

・報告事項

(1)2022年度学校名と学科名

(2)リスクマネージメントアンケート結果

第5回
2022年
3月31日

17名

第4回
2022年
1月17日

17名

第2回
2021年
9月1日

17名

第１回
2021年
5月28日

17名

評議員会の開催状況

第3回
2021年
12月1日

17名



①入学式

学校名 日程 場所

新東京歯科技工士学校

新東京歯科衛生士学校

東京バイオテクノロジー専門学校

ベルエポック美容専門学校

日本医歯薬専門学校

赤堀製菓専門学校

埼玉福祉保育医療専門学校

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

②卒業式

学校名

新東京歯科技工士学校

新東京歯科衛生士学校

東京バイオテクノロジー専門学校

ベルエポック美容専門学校

日本医歯薬専門学校

赤堀製菓専門学校

埼玉福祉保育医療専門学校

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

⑪入学式・卒業式の開催

両国国技館

両国国技館

2021年4月9日（金）

2022年3月11日（金）



法人名　：　学校法人東京滋慶学園

新東京歯科技工士学校

新東京歯科衛生士学校

東京バイオテクノロジー専門学校

ベルエポック美容専門学校

日本医歯薬専門学校

赤堀製菓専門学校

新東京歯科技工士学校

新東京歯科衛生士学校

東京バイオテクノロジー専門学校

ベルエポック美容専門学校

日本医歯薬専門学校

赤堀製菓専門学校

●2021年度　学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の開催状況

学校名 学校関係者評価委員会
教育課程編成委員会

第1回 第2回

6月29日 6月29日 11月30日

6月29日 6月29日 11月30日

6月23日 6月23日 2月9日

6月8日
６月８日（美容師科）

６月２２日（ＴＢ科・ＨＭ科）
１０月５日（美容師科）

１０月１８日（ＴＢ科・ＨＭ科）

6月27日 6月27日 1月16日

6月2日 6月2日 2月16日

埼玉福祉保育医療専門学校 6月30日 6月30日 12月11日

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 6月29日 6月29日 １１月16日・22日

学校名 消防避難訓練・防災避難訓練日程
健康診断日程

学生の実施日程 教職員の実施日程

●2021年度　消防避難訓練・防災避難訓練、健康診断の実施状況

4月16日 4月8日 2021年7月5日～9日

4月16日 4月8日 2021年7月5日～9日

４月１・５日（新入生・在校生オリエンテーション時） 4月16日 7月5日～9日

2月15日 4月7日 ７月５・６・７・８・９日

4月20日 4月4日 7月5日～9日

4月１３日導入研修内実施 4月7日 ７月８・９日

埼玉福祉保育医療専門学校 6月23日 3月31日 7月5日～9日

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 6月22日 4月12日 7月5日～9日


