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教育理念・教育方針 

 

劇場のように毎日が楽しい学校作りをモットーに、教職員

が一丸 となって学生・生徒をサポートする。不登校生支援、

地元優良企業へ の人材供給、生涯学習のための環境整備、そ

して芸術の発信、都会に はない、極め細やかな対応、時代を

先取りした学習内容の展開。学生 自身が、その発想を生み出

し、成果を築き上げていく。地元の活性を 常に考え、独創性

の高い学校作りをめざす。  

 

多種多様な職業教育分野を網羅し、最高の環境で、地域別・

分野別・ 世代別に、あらゆる角度から飛躍する人材を育成す

る。 



所在地

国際情報ビジネス専門学校

国際看護介護保育専門学校

栃木県宇都宮市今泉2-10-12

国際ファッションビューティ専門学校

国際ペット総合専門学校

栃木県宇都宮市南大通り2-1-2

国際テクニカル調理製菓専門学校

国際テクニカル理容美容専門学校

栃木県大田原市紫塚2-2609-2

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

国際TBC調理・パティシエ専門学校

国際テクニカル美容専門学校

栃木県小山市神鳥谷2247-11

法人本部

学校一覧

国際TBC高等専修学校

国際看護介護保育専門学校（看護学科）

国際自動車・ビューティ専門学校

学
校
法
人
テ
ィ

ビ
ィ

シ
ィ

学
院

事業場の名称

国際ティビィシィ小山看護専門学校

小山校

栃木県宇都宮市二荒町6-6

栃木県宇都宮市大通り4-1-19

栃木県小山市三峯1-10-21

二荒校

テクニカル
宇都宮校

栃木県宇都宮市大通り1-2-5～6

宇都宮本校



役職名

理事長

理   事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監事

監事

齋藤　武士

小林　芳靖

山口　真利子

高野　秀樹

明本　真吾

千野根　昌巳

吉川　成彰

理事・監事の氏名

氏     名

三浦　哲夫

大塚　一弘

齋藤　倫子

石川　昌央



国際情報ビジネス専門学校

国際看護介護保育専門学校



在校生数 435 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

アルティメット（高度専門士） 10 40

アドバンスト 10 30

システム開発

システム運用

ネットワークセキュリティ

モバイルアプリクリエイター

ＩＣＴクラウドサービスエンジニア

ＩＴマスター

経理事務

販売サービス

トラベルサービス

ホテルサービス

１．５年制

２年制

４年制

CG･ｹﾞｰﾑ･ｱﾆﾒ･映像

イラスト・まんが

事務職

警察官・消防官

郵政・鉄道

公務員事務職

警察・消防・自衛官

進学１．５年

進学２年

常勤教員　　２３名　　非常勤教員　　２４名
常勤職員　　　４名

教員数

 公務員(１年)学科 30 30

日本語学科 40 80

デジタルクリエイター学科 30 60

 公務員総合学科 30 60

トラベルホテル学科 20 40

国際ITビジネス学科 150 300

 総合ビジネス学科 20 40

経理学科 オフィスビジネス 10 10

 モバイルアプリクエイリター学科 20 40

国際情報ビジネス専門学校

設置学科

 情報処理学科

20 40



在校生数 255 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

介護福祉
医療福祉
福祉事務

幼稚園教諭･保育士
公立保育所
こどもｽﾎﾟｰﾂ
絵本･おもちゃ
こども音楽

医療事務･ﾄﾞｸﾀｰｽﾞｸﾗｰｸ
ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾘﾆｯｸ
調剤事務･登録販売者
歯科ｱｼｽﾀﾝﾄ

常勤教員　２１名　　非常勤教員　７１名
常勤職員　　３名

医療事務 40 80

教員数

こども 20 40

こども保育 保育士･幼稚園教諭 40 120

120

介護福祉 60 120

福祉総合 福祉総合 30 60

40

国際介護福祉専門学校

設置学科

看護



 

国際自動車・ビューティ専門学校 
 

 

 

 

 

 

 



在校生数 166 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

四輪整備士

二輪整備士

カスタムペイント

ヘアアーティスト

ネイル・メイク

常勤教員　　１2名　　非常勤教員　１３名
常勤職員　　　１名

40 80

教員数

一級自動車整備士

国際ＩＴビジネス

トップライセンス

国際ＩＴビジネス

60

40

20

国際自動車・ビューティ専門学校

設置学科

二級自動車整備士

美容師

30

20

10



 

 

 

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 

国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校 

国際テクニカル美容専門学校 

 

 

 



在校生数 498 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

芸能

スタッフワーク

医療事務

ドクターズクラーク

薬局・登録販売者

メディカルビューティ

二級自動車整備

国際自動車整備

ITビジネス

ITコミュニケーション

常勤職員　　　 ４名

180

65

60

130

20 40

日本語(10月生) 20 40

30

一級自動車整備 15

60

60

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

設置学科

デザインクリエイター デザインクリエイター

日本語(4月生)

教員数

自動車整備

国際ＩＴキャリア

医療事務

一級自動車整備士

常勤教員　　 ２６名　　非常勤教員　　３５名

40 80

エンターテインメント 20 40

ｅスポーツ 15 30ｅスポーツ



在校生数 192 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

イタリアン・フレンチ

日本料理

中国料理

カフェ・スイーツ

スイーツ

ベーカリー

カフェ

調理師（1年）

調理福祉（1年）

常勤職員　　　７名

40

40

調理師

パティシエ(製菓衛生師)

国際TBC調理・パティシエ専門学校

設置学科

シェフ(調理経営)

40 80

80

高等課程 調理科 30 90

80

教員数
常勤教員　　１８名　　非常勤教員　２６名



在校生数 131 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

エステ

メイク

ネイル

ブライダルビジネス

美容師．ヘアアーティスト
美容師．ブライダル・メイク・ネイル・アイラッシュ

ブライダルプロデュース

ホテルコンシェルジュ

常勤職員　　０名

常勤教員　　８名　　非常勤教員　　２２名

国際テクニカル美容専門学校

設置学科

トータルビューティ 30

教員数

60

美容 40 80

ブライダル・ホテル 30 60



国際ファッションビューティ専門学校
国際ペット総合専門学校



在校生数 100 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

メイク

ネイル

ビューティアドバイザー

ファッションデザイナー

スタイリスト

ショップ店員

ウエディングプランナー

ブライダルコーディネイター

常勤教員　　９名　　非常勤教員　　１３名

常勤職員　　３名

在校生数 121 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

常勤教員　１０名　　非常勤教員　　１３名
常勤職員　　３名

教員数

国際ペット総合専門学校

設置学科

教員数

メイク・ネイル

ファッション

ブライダルスペシャリスト

トータルビューティ エステティック

トリマー

ペットスペシャリスト

動物看護師

飼育・しつけ

国際ファッションビューティ専門学校

設置学科

24

20

22

18 36

48

40

44

25 50

6020

4020

6030



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際テクニカル調理製菓専門学校 
国際テクニカル理容美容専門学校 



在校生数 141 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

テクニカルシェフ

パティシエ＆ブーランジェ

調理製菓ダブルプログラム

調理師

カフェ

常勤教員　　８名　　非常勤教員　　２１名

常勤職員　　２名

在校生数 102 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

ヘアースタイリスト

ダブルライセンス(理容師、美容師)

ヘアースタイリスト

ブライダルメイク＆ネイル・アイラッシュ

常勤教員　　６名　　非常勤教員　　　８名
常勤職員　　２名

教員数

25 50

美容 60 120

80 160

調理師 40 40

20 20

設置学科

理容

141

設置学科

調理経営

教員数

国際テクニカル理容美容専門学校

製菓衛生師養成 パティシエ



 

 

 

国際ティビィシィ小山看護専門学校 
 

 

 

 



在校生数 185 人

学　科　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

常勤教員　　17名　　非常勤教員　　６８名58名
常勤職員　　　２名

80 240

設置学科

教員数

国際ティビィシィ小山看護専門学校

看護



国際TBC高等専修学校



国際TBC高等専修学校 在校生数 人

設置学科・コース

教員数

常勤教員 名 非常勤教員 名

常勤職員 名

375

学　　科　　名 コ　ー　ス　名 入学定員 総定員

360

CG・まんが

ファッションクリエイター

保育・福祉

ペット総合

総合ビジネス

17 19

3

総合キャリア

情報ライセンス

120



２．事業の概要



【宇都宮本校】

国際情報ビジネス専門学校

国際看護介護保育専門学校

① 全校合同の教育活動

「新入生オリエンテーション」「就職研修」「卒業前研修」

② 学科別の教育活動

年２回の作品展とコンペ出品（デザイン系学科）

添乗員実習【国内外】（観光系学科）

インターンシップ【企業・病院・施設等】

卒業音楽発表会（こども保育系）

③ 検定対策合宿「情報処理国試対策」「公務員対策」等

④ 短期留学制度

⑤ 入学～卒業後まで、多面的・長期的な教育支援

・ 「鍛える」

即戦力となる人材の輩出を目的に、資格・検定の取得、挨拶やビジネスマナー、

専門知識・技術の習得、さらにホスピタリティマインドを身につけさせ各分野の

スペシャリストを育成

・ 「支える」

学生と教職員との信頼関係を確立し、教職員全体で学生の支援に当たることで、

コミュニケーション能力が高く、自ら学ぶことのできる学生を育成

・ 「繋がる」

学生との繋がりを大切にし、希望する就職へ繋げるのはもちろん、卒業後の再就職

支援

⑥ 各種検定、資格取得合格率の向上

国家試験を始め、さまざまな検定や資格に合格できるよう、授業以外や個別指導の

強化

放課後は教室や自習室等を開放し、学生の意欲向上に努めている

⑦ 各種委員会の設置

チームで学生対応を行えるよう組織作りの実施

「検定対策委員会」「就職委員会」「退学防止委員会」「学校行事委員会」

「マナー向上委員会」「職業実践専門課程委員会」他

⑧ 学生サポートの充実

早期合格者に基礎学力向上のための勉強会、実技体験学習を実施し、意欲の維持

向上を図る

月に一度、クラス委員長との面談を実施し、諸問題の早期解決を図る

就職室を常時開放し、学年を問わずいつでも相談できるよう取り組んでいる

担任以外の学科責任者が、学生全員との面談を行い、誰にでも相談しやすい環境

作りを実施している

⑨ 就職支援体制

10月　就職適性診断

11月　就職研修

　1月　校内企業セミナー

　2月　就職活動体験発表、面接練習



　3月　企業エントリー開始

　4月　随時担任及び就職部より個別指導

〇就職室を随時開放し、いつでも相談や面接指導が可能

卒業後　メールやLINE、直接来校での就職支援を実施

⑩ 協会、教育機関、産学官との連携（デザイン・ｅスポーツ系）

⑪ 業界のプロからの指導（全学科）

国際TBC高等専修学校

① 科学技術学園高等学校（通信制）と技能連携を結び、卒業時に高等専修学校の卒業

証書と高等学校普通科の卒業証書を同時に取得できる。

② 栃木県高等学校体育連盟及び栃木県高等学校野球連盟に加盟し、栃木県高等学校

定時制通信制総合体育大会に参加し、優秀な成績を収めたものは全国大会に参加

③ TBC学院創設者の想いである「学校は劇場のように楽しい」を、実践できる学校

作りを目指し、コース設定を行っている。

・ 情報ライセンスコース

コンピュータのシステムやプログラムを開発できるよう、基本的な知識と技術の

修得。

［目標検定］

国家試験（ITパスポート、基本情報技術者試験）、J検、パソコン利用検定

・ ＣＧ・まんがコース

クリエイティブな感性を伸ばして、ＣＧやまんがで表現をするための知識や技術

の習得。

［目標検定］

漫画能力検定、色彩検定、文書処理能力検定

・ ファッションクリエイターコース

ファッション・メイク・ネイルからラッピングまで、実社会で活躍する講師陣に

よる実習中心の授業で基礎技術を修得。

［目標検定］

メイクアップ検定、ネイリスト技能検定、ファッション販売能力検定、色彩検定、

商業ラッピング検定

・ 保育・福祉コース

保育と介護福祉の分野における基礎的な知識の習得と実技を学び、実践的な技術

と必要な態度の修得。

［目標検定］

介護職員初任者研修、保育技術検定、秘書技能検定、日本語検定

・ ペット総合コース

犬の習性や体のしくみ、犬種ごとの接し方などを学び、実際に動物と触れ合い

ながら、ペットケアの基礎の修得。

［目標検定］

トリマー検定、グルーミング・スペシャリスト検定、ペット販売士検定、家庭犬

トレーニングインストラクター検定

・ 総合ビジネスコース



商業系、情報処理系、ビジネスマナー系など幅広い分野の学習を通して、多くの

資格取得を目指す。

また、社会人としての基本的なマナーを習得し、就労に関する意思を育む。

［目標検定］

簿記検定、電卓計算能力検定、計算実務検定、秘書検定、サービス接遇検定、

文書処理検定、商業ラッピング検定

【二荒校】

国際ファッションビューティ専門学校

国際ペット総合専門学校

① 学生によるエステサロンを年３回実施

② 県内最大級のファッションビューティショーを開催

③ 学生による犬のトリミングサロンを月１回実施

④ 動物愛護センターでのボランティア活動

⑤ 北関東最大級のペットイベント「ワンダフルとちぎ」においてのドッグショー

実施やトリミングサロン実施

⑥ 企業や役所関係からの依頼によるキャラクター衣服作成

⑦ 学生たち手作りによる東武ホテルにてウエディングレセプションの開催

⑧ エステ関連2大協会の上級認定エステティシャンの唯一の取得可能校

⑨ 栃木農業高等学校との高専連携協定締結

⑩ ＪKC認定栃木県支部の本部として県内の普及活動の実施

⑪ 宇都宮動物園との業務提携による動物関連教育の充実

⑫ 全学科職業実践専門課程の認定校

【テクニカル宇都宮校】

国際テクニカル調理製菓専門学校

国際テクニカル理容美容専門学校

国際テクニカル調理製菓専門学校

・ 学生レストラン(実戦教育)　[校内・校外(那須りんどう湖など)]

・ 販売実習(実戦教育)

・ 一流ホテルでのテーブルマナー(マナー指導)

・ 各種コンクール(全国レベルでの競技・大会出場を経験させる)

[技能五輪、調理技術コンクール、ジャパンケーキショー、栃木県洋菓子協会

作品展など]

・ インターンシップ(就職指導・実戦教育)

・ 企業コラボによるイベント、授業、講座(実戦教育)　[農林水産庁、明治、

RATIONAL、キューピー、ジェリフ、道の駅あぜみち、たいらや]

・ 実戦教育

・ 現役講師(シェフ)による実習(調理・製菓・製パン)

・ 即戦力となるための選択実習(ジャンル別実習)



・ 15種の選考授業(ホテルレストラン、ピッツァイオーロ、中村孝明塾、益子焼、

カフェマイスター、鮨職人、ソバ・うどん、ラーメン、アスリートフードﾞなど)

・ ダブルプログラムコース(調理系と製菓製パン系)

国際テクニカル理容美容専門学校

・ 各種コンクール(全国レベルでの競技・大会出場を経験させる)

[技能五輪、全国理美容学生技術大会など]

・ インターンシップ(就職指導・実戦教育)

・ 企業コラボによるイベント、授業、講座(実戦教育)　[理美容企業・理美容用品

企業(メーカー)]

・ フォト撮影およびコンテスト

・ 美容業界合同企業説明会(当学院催企業説明会)

・ 企業タイアップ授業、講座(実戦教育)　[理美容企業・理美容用品企業(メーカー)]

・ 現役サロン講師による実習(カラー・パーマ・フェード・ネイルなど)

・ 即戦力となるための選択実習(ジャンル別実習)

・ ダブルライセンスコース(理容と美容の両方の資格取得を目指す)

【大田原校】

国際自動車・ビューティ専門学校

【自動車整備】

・ 走行試運転（エンジンや足回り、ブレーキなどすべて分解し、組み直した実習車で

200km走行）

・ カート大会（サーキットでカートを走行しラップタイムを競う）

・ 校内企業ガイダンス

・ 自動車ディーラー（マツダ・スズキ）による出張授業

・ 国土交通大臣指定自動車整備士養成施設

【美容師】

・ ビューティショー（テーマに沿ったメイク・ヘアアレンジ）

・ 企業（東武百貨店大田原店）と連携したサマーイベント、ハロウィンイベント

（来場者にイベント内容に合わせたヘアアレンジやメイク・ネイルを施す）

・ 校内企業ガイダンス

・ 厚生労働大臣指定美容師養成施設

【小山校】

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

国際TBC調理・パティシエ専門学校

国際テクニカル美容専門学校

① 学校の特徴ある行事・取り組んでいるイベント

・ インターンシップ

・ 卒業進級作品展とコンペ出品(デザインクリエイター学科)

・ 検定対策合宿「自動車整備士国試対策」「美容師国試対策」



・ 200kｍ走行試運転

・ カート大会(サーキット走行)

・ 自動車関係企業ガイダンス [校内]

・ 自動車学科学生ピット（整備サービスマネジメント）[校内]　　

・ 学生レストラン(実戦教育)[校内]

・ 製菓製パン販売実習(実戦教育) [校内・校外]

・ 一流ホテルでのテーブルマナー(マナー指導)

・ 各種コンクール(全国レベルでの競技・大会出場)

・ 技能五輪・調理技術・自動車鈑金技術・美容技術

・ ジャパンケーキショー・栃木県洋菓子協会作品展など出品

・ 美容各種コンクール(全国レベルでの競技・大会出場) 

・ 学生によるエステサロン

・ ファッションビューティショー

・ 企業コラボによるイベント、授業、講座

・ フォト撮影およびコンテスト

・ 美容業界合同企業説明会(当学院催企業說明会)

② 特徴・教育内容

即戦力となる人材の輩出を目的に、資格・検定の取得、挨拶やビジネスマナー、

専門知識・技術の習得、社会人としての人間性を身につけさせ、各分野のスペ

シャリストを育成し、希望する就職へ繋げる。さらに、卒業後の再就職も支援。

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

・ 国土交通大臣指定自動車整備士養成施設

・ サンミュージック授業提携校

・ 内閣府認定　公益社団法人色彩検定協会登録団体校

・ 財団法人 日本医療教育財団団体受験校

・ 実務技能换定協会 秘書技能検定団体優秀賞受賞校

・ 日本アロマコーディネーター協会法人加盟校

・ クラウドゲート株式会社アカデミックバートナー制度 参画校

・ 教材提供協力会社デリーター株式会社加盟校

・ 小山プランド創生協議会　協力校

・ ワコム クリエーターズ カレッジクラブ 加入校

・ 一般社団法人　日本カラリスト協会認定校

・ 文部科学省認定　職業実践専門課程

国際TBC調理・パティシエ専門学校

・ 厚生労働大臣指定　調理師養成施設

・ 厚生労働大臣指定　製菓衛生師養成施設

・ 内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会加盟校

・ 公益社法人日本中国料理協会加盟校

・ 一般社団法人日本洋菓子協会連合会　栃木県洋菓子協会会員校

・ 公益社団法人全国調理職業訓練協会　正会員校

・ 特例社団法人栃木県調理師連合会　賛助会員校

・ 一般社団法人全日本ギフト用品協会ギフト・ラッピングコーネーター認定校

・ NPO法人 日本フードコーディネーター協会認定校

・ 菓子製造業営業許可



・ 一般社団法人　日本カラリスト協会認定校

・ 文部科学省認定職業実践専門課程

国際テクニカル美容専門学校

・ 厚生労働大臣指定美容師養成施設

・ 全国理美容養成施設ガイドS合格率評価認

・ 日エスティック協会認定校

・ 美容脱毛エステティシャン認定委員会 登録校

・ NPO法人日本ネイリスト協会 認定校

・ 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 認定校

・ ポビイ ブラウン教材取扱校

・ 一般社団法人　日本カラリスト協会認定校

・ 文部科学省認定職業実践専門課程

国際TBC調理・パティシエ専門学校　高等課程（調理科）

各種調理コンクール(全国レベルでの競技・大会出場)

科学技術学園高等学校(通信制)と技能連携を結び、卒業時に高等専修学校の卒業

証書と高等学校普通科の卒業証書を同時に取得できる。栃木県高等学校体育連盟

及び栃木県高等学校野球連盟に加盟し、栃木県高等学校定時制通信制総合体育

大会に参加し、優秀な成績を収めたものは全国大会に参加。

調理師国家試験取得を通じて分野における基礎的な知識と技能の習得。

【小山看護校】

国際ティビィシィ小山看護専門学校

① 地域への貢献　

・ 小山市民会議参加

・ 小山市健康増進課の協力の元、学生・教員が市民会議に参加して地域の老人等と

の交流を通して地域の特徴を理解する。

・ スチューデントサロン

・ 骨粗しょう症の予防方法の掲示

・ 施設などへのボランティア活動

・ アクティブ・ラーニング取り入れ、学生の「意志ある学び」を重視

ポートフォリオ・プロジェクト学習をはじめとするアクティブ・ラーニングを

取り入れ、学生の「意志ある学び」を大切にしています。看護師に必要となる

技術・知識・グループダイナミックでチームワークを身に付けるため3学年の

つなぐ学習、シミュレーション学習充実。教員研修により学生と共に育ちます。

② 就職先病院紹介

新小山市民病院をはじめ、古河総合病院、友愛記念病院、富士見台病院など地域

の拠点病院としての最新医療を実践している病院での臨地実習。どの病院も学生

　　　　　の個性に合わせ大切に育ててくれています。殆どが実習病院へ就職している。


