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令和 4 (2022)年 3 月 

 

学校法人メイ・ウシヤマ学園 
  



令和 2 年の年初より世界規模で流行している新型コロナ感染症は人と人との分断のみならず国と

国の分断も引き起こし、社会・経済に大きな影響を及ぼした。教育界においても遠隔授業の導入にと

どまらず、教育の在り方自体が問われるようになった。 

令和 4年 3月現在、東京都に出されている新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置は月内

で終了する予定であり、海外からの入国規制も順次緩和されている。これにより今後の日本経済の回

復が期待されるものの、2月に始まったロシアのウクライナ侵攻が暗い影を落としている。 

学校法人メイ・ウシヤマ学園（以下、「本学園」という。）は、新型コロナウィルス感染症流行の教

育への影響を最小限にとどめ、ハリウッド美容専門学校（以下、「専門学校」という。）、ハリウッド

大学院大学（以下、「大学」という。）ともに、各種行事の日程及び中身の一部変更はあったものの年

次計画を概ね予定通り行うことができた。しかしながら、2年間にわたる入国規制の影響で国内の留

学生は激減しており、本学園はかねてより留学生を多く受け入れてきたことから今後の経営への影響

が懸念される。 

令和 4年度は、本学園が策定した第二次中期計画（平成 30年度-平成 34年度）の最終年にあたる。

中期計画の策定時において、新たな将来計画として、①大学の専門職学部設置②オンライン教育の開

設③履修証明プログラムの開発④大学院の収容定員増⑤新コースの設置等を挙げた。このうち①大学

の専門職学部設置は長らく準備を継続してきた懸案事項であるが、この 3月にトータルビューティビ

ジネス学部トータルビューティビジネス学科の設置認可申請を行った。また、令和 4年度は大学開設

後 15 年目の分野別認証評価受審年でもある。したがって当年度の主たる事業は、学部設置申請作業

及び新設学部開設に向けた学内整備、大学の分野別認証評価受審、さらには、続く 5年間を見すえた

次期中期計画の策定が挙げられる。学園を取り巻く社会情勢は不透明であり、予断を許さないものが

あるが、以下のとおり事業計画を策定する。 

 

 

 

I. 事業の概要 

 

1. 当年度の最重要課題 

 

(1) 専門職学部設置（大学・学校法人・専門学校） 

(2) 分野別認証評価の受審（大学） 

(3) 学生募集（専門学校・大学） 

(4) コロナ禍対策（専門学校・大学） 

 

2. 当年度の主な事業の概要 

 

(1) 専門職学部の設置 

かねてより 6 年間一貫の専門職教育の実現ならび学園の経営基盤強化のために専門職学部の設置

を中期計画の重要課題としていたが、年初より申請作業を進め、この 3月にトータルビューティビジ

ネス学部トータルビューティビジネス学科（昼間主コース 80名、夜間主コース 80名）の設置認可申



請及び学校法人メイ・ウシヤマ学園寄附行為変更認可申請を文部科学省に対して行った。この学部設

置により「ハリウッド大学院大学」は「ハリウッド専門職大学」に校名変更し、専門学校は美容科昼

間部の入学定員を 120名に減員する計画である。これにともない令和 4年度は、申請後の対応及び設

置に向けた学内整備を行う。 

今後順調であれば 5 月の審査意見伝達にはじまり、6 月に補正申請、実地調査等と続き、8 月末～

12月に認可、令和 5年 4月に開学というスケジュールとなる。認可から開学までの期間が短いため、

広報活動の強化、認可と同時に学生募集を開始するための入試等の準備、さらには 4月に学生を受け

入れるための施設整備を、申請作業と併行して行う必要があり、設置準備委員会を中心に学園は総力

体制で行う。 

審査の過程で計画変更を要することがしばしば生じる。これについては設置準備委員会、理事会等

で適宜対応する。 

  

 

 

(2) ハリウッド大学院大学 

 

①教育の質の保証 

 大学は、開学 14年目にあたる令和 3年度に日本高等教育評価機構にて 2回目の機関別認証評

価を受審した。開学 15年目にあたる令和 4年度は 3回目のビューティビジネス分野に関する分

野別認証評価を専門職高等教育質保証機構にて受審する。 

前年度に引き続き、認証評価の受審が最重要課題であり、機関別認証評価に向けて整備された

評価委員会を中心とする内部質保証の体制を運用し、8月末に自己点検評価書を提出、12月頃の

実地調査に対応する。 

  

②教育・研究力の向上 

 教育・研究力の向上のため、ＦＤ・ＳＤ研修を隔週で行い、知見の共有及び教授方法の研さんに努

める。また、過去 2年連続で中止となった清里研修旅行を実施し、教員による研究発表を行う。 

秋にはビューティビジネス学会が予定されており、研究発表を奨励するとともに、科研費への応募

を支援していく。 

前年度は文部科学省の研究事業 4件に大学として参加した。このうち 3事業の継続が見込まれてお

り、当年度もこれに参加する。 

 

③学生募集 

 コロナ禍中で留学生の入国が途絶えている状況ではあるが、今春の１年生は、前年度の秋入学者を

含めて入学定員の７割を確保できる見込みである。教育訓練給付金等では入学定員の６割の充足が求

められており、当年度の入学定員を充足できるよう秋募集に努める。とくに留学生の数が減っている

ため、社会人募集に注力する。 

 

④キャリア開発・支援 



専門実践教育訓練給付制度が 10 月に更新された。現在 2 名の学生が利用しており、受給手続き支

援等を行う。 

東京都の専門人材育成訓練制度の次年度適用に向けて、体制の整備を行う。 

また、在学生の就職支援を、プロジェクト成果報告の指導担当教員を窓口に生涯キャリア開発セン

ターおよび国際交流センターが中心になって行う。 

 

⑤地域連携 

 コロナ禍中ではあるが、公開講座をオンライン併用で積極的に開催する。 

また従来から地域からの要望に応えて協力している各種イベント、講習会、セミナー等への学園施

設利用をコロナ感染予防に努めつつ継続するとともに、テーマによっては共催して学内からの教職

員・学生の参加を促す。 

 

⑥国際貢献 

 コロナ禍により、入出国が困難な状況にある。もっともオンラインによるイベント開催が普及し、

昨年のビューティビジネス学会等もオンラインで中国に配信した。コロナ鎮静化後は対面式のイベン

トも増えるであろうが、当面は最新の美容教育、美容ビジネス情報等をオンラインにより世界へ発信

していく。 

 他方、例年ベトナムはじめアセアン諸国の留学生たちの定期総会、交流親睦会、就職説明会などに

会場を提供している。今後もコロナ感染症に注意を払いつつ、日本に滞在している留学生たちの交

流・交換活動を積極的に支援する。 

 

⑦広報活動の強化 

 前年度に引き続き大学ホームページの更新を随時行い、最新情報の発信に努める。社会人募集のた

め、サロン等に対する広報を強化するとともに、社会人が聴講したくなるような公開講座等の企画を

検討していく。 

 また、設置予定の学部の情報を適宜発信していく。 

 

⑧その他 

・文部科学省からの委託研究事業に教職員を派遣する。 

・清里研修旅行の実施（6月中旬）：研修の実施。 

・ビューティビジネス学会の開催(10月 23日） 

  



（3）ハリウッド美容専門学校 

 

①教育の質の保証・教育研究力の向上 

 

ヘアメイク、トータル、コスメの 3コースから成る総合美容学科に再編して 2年目となる。ヘアメ

イク、トータルの両コースは、学修成果及びその質保証が美容師国家試験の合格率で測られるため、

受験者全員合格を目指す。コスメコースではオリジナル化粧品の開発等をカリキュラムに入れており、

この実現等を目指す。 

教育研究力の向上のため、当年度も最新の美容・業界情報を提供できるよう教科グループごとの研

究会を開催し、大学院の聴講、外部研修の受講等を奨励する。 

また、当年度も職業実践専門課程の認定に相応しい自己点検・評価と関係者評価を行う。 

過去 2年間はコロナ禍によりコンテストがすべて中止になった。当年度はコンテストが再開される

予定である。コロナ禍前のような好成績をおさめられよう、後進の育成を行う。 

 

②キャリア開発・支援 

 

東京都の職業訓練事業の受託は 4年目となり、1、2年生合わせて 60名程となる。来春の修了する

2年生の就職支援と、今春修了の学生に対する定着支援事業を行う。 

コロナ禍で業界に変動が生じているため、生涯キャリア開発センターを中心に最新情報の収集に努

め、就労環境が整備された職場を選定し、学生に紹介していく。 

また、就職のミスマッチが起こらないよう先輩となる業界関係者の話を聞ける機会を様々な形で設

定する。 

  

③地域連携 

 

六本木高校との高専連携事業を継続するとともに、学校が所在する東京都港区等が行う行事の企画

へ協力・施設提供を行う。また、小中高等学校の総合学習、職業体験の場として、本校及び美容室を

提供していく。 

 これに加えて、例年行っている献血を継続し、可能であれば高齢者福祉施設での美容ボランティア

を再開する。 

 

④国際化 

 

  大学院と同じ 

 

⑤広報活動の強化 

 

募集方法及び募集体制を、外部者を交えて検証し、見直しを行うとともに、学部設置と相乗効果の

ある募集を行う。ホームページの更新、SNSによる広報活動を継続する一方、学校訪問を感染防止に



配慮しながら積極的に推し進める。 

東京都の職業訓練事業は次年度も継続することが予想されるため、社会人募集に努める。 

 

⑥その他 

・清里研修旅行を宿泊で実施する。またコロナ感染防止に努めつつ、例年同様、行事を工夫して行う。 

・家庭の経済状況のため学業の継続が困難な学生への対応として、高等教育の修学支援新制度確認校

としての要件を維持する。 

 

4月 校内コンテスト 

   就職ガイダンス 

7月 清里研修旅行 

献血 

トータルビューティコンテスト 

8月 美容師国家試験（通信生等） 

9月 清里卒業旅行（4年生） 

   明治神宮参拝 

12月 献血 

ハリウッドファッション＆ビューティショー 

2月 美容師国家試験（2年生） 

3月 清里卒業旅行（2年生） 

 

 

 

(4)コロナ禍対策 

 

東京都に出されている新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置は 3 月中に終了する

予定である。しかし措置解除後に新型の感染が拡大し、再度措置がとられる繰り返しとなってい

る。予断を許さない状況は続いており、学園は換気、消毒を中心とした感染予防策を継続する。 

今後の感染状況によっては、オンライン授業に切り替えるなど、柔軟な対応ができる体制を維

持する。 

また、先述のとおりコロナ禍により留学生数が激減している等の社会・経済的な影響が大きく

なっている。社会人募集を強化する等の取り組みを行う。 

  

  



II. 財務の概要 

 

(1)資金収支予算総括表 

（収入の部）                                    （単位 千円） 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

学生生徒等納付金収入 616,790 738,930 △122,140 

手数料収入 3,780 8,341 △4,561 

寄附金収入 1,000 650 350 

補助金収入 67,700 57,695 10,005 

付随事業・収益事業収入 42,000 60,000 △18,000 

受取利息・配当金収入 4,000 4,000 0 

雑収入 31,300 33,980 △2,680 

前受金収入 256,000 256,000 0 

その他の収入 79,770 101,528 △21,758 

資金収入調整勘定 △314,862 △314,862 0 

前年度繰越支払資金 1,710,361 1,593,348 117,013 

資金収入の部合計 2,497,839 2,539,610 △41,771 

（支出の部）                                    （単位 千円） 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

人件費支出 267,210 283,479 △16,269 

教育研究経費支出 331,200 358,290 △27,090 

管理経費支出 131,355 136,126 △4,771 

施設関係支出 0 0 0 

設備関係支出 29,913 9,900 20,013 

資産運用支出 15,000 15,000 0 

その他の支出 36,400 37,455 △1,055 

[予備費] 10,000 10,000 0 

資金支出調整勘定 △21,000 △21,000 0 

次年度繰越支払資金 1,697,761 1,710,361 △12,600 

資金収入の部合計 2,497,839 2,539,610 △41,771 

※上記表は全て千円未満を四捨五入しているので合計金額等が一致しない場合がある 

  



(2)事業活動収支予算総括表 

                                         （単位 

千円） 

教
育
活
動
収
支 

事
業
活
動
収
入
の
部 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

学生生徒等納付金 616,790 738,930 △122,140 

手数料 3,780 8,341 △4,561 

寄附金 1,000 650 350 

経常費等補助金 67,700 57,695 10,005 

付随事業収入 42,000 60,000 △18,000 

雑収入 31,300 33,980 △2,680 

教育活動収入計 762,570 899,596 △137,026 

事
業
活
動
支
出
の
部 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

人件費 267,205 277,439 △10,234 

教育研究経費 409,200 455,290 △46,090 

管理経費 131,355 136,126 △4,771 

教育活動支出計 807,760 868,855 △61,095 

 教育活動収支差額 △45,190 30,742 △75,932 

教
育
活
動
外 

収
支 

事
業
活
動
収
入

の
部 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

受取利息・配当金 4,000 4,000 0 

教育活動外収入計 4,000 4,000 0 

 教育活動外収支差額 4,000 4,000 0 

経常収支差額 △41,190 34,742 △75,932 

特
別
収
支 

事
業
活
動
収

入
の
部 

科目 令和 4年度予算 令和 3年度予算 増減 

その他の特別収入 0 0 0 

特別収入計 0 0 0 

 特別収支差額 0 0 0 

(予備費） 10,000 10,000 10,000 

基本金組入前当年度収支差額 △51,190 24,742 △75,932 

当年度収支差額 △51,190 24,742 △75,932 

前年度繰越収支差額 378,190 353,448 24,742 

翌年度繰越収支差額 327,000 378,190 △51,190 

（参考）    

事業活動収入計 766,570 903,596 △137,026 

事業活動支出計 817,760 878,855 △61,095 

※上記表は全て千円未満を四捨五入しているので合計金額等が一致しない場合がある。 

 

  



(3)予算の概要 

 

 令和 4 年度の学生数は減ることが予想されている。このため当年度の「学生生徒等納付金」「手数

料」「付随事業・収益事業収入」を前年度より計 144,701千円減額し、「教育活動収入計」を 762,570

千円と見込んでいる。このうち「経常費等補助金」を 10,005 千円増額しているが、前年度の決算予

想を反映したものである。 

 次に支出については、教職員の退職と新たな着任を考慮し、「人件費」を前年度予算と比較して

10,234千円減額した。また、経費節減に努めるものとし、「教育研究経費」を 46,090千円減、「管理

経費」を 4,771千円減とした。この結果、「教育活動支出計」は前年度予算比 61,095千円減の 807,760

千円となっている。 

 この結果、教育活動収支差額は 45,190千円のマイナスとなっている。 

また、学部設置計画にともなう設備関係支出を 29,913 千円計上している。収支差額のマイナス及

び設備関係支出等については繰越資金にて充当する計画である。この場合においても、次年度繰越支

払資金は 1,697,761千円確保されている。 

 


