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契約社員としてJTB関西に入社し、2015年に正社員試験に合格。これまでずっと高槻アクト・アモーレ店で
カウンター業務を担当してきました。お客様への応対の他、ご契約いただいた旅行の手配や関係機関との
やりとり、さらにお客様が旅行を終えられた後のフォローまでが仕事です。接客で心がけているのは、お客
様のお話をよく聞いて、目的に合ったプランを提案すること。食べることがお好きなのか、訪れたい場所が
あるのか、予算はどのくらいかなどできるだけ詳しくお尋ねします。以前当社をご利用いただいたお客様の
過去の履歴を調べて「以前沖縄に行かれていますが、沖縄がお好きなんですか」とお聞きしたことをきっか
けにお客様の趣味の話で盛り上がったことも。旅行後にお客様からのアンケートで喜びの声をいただいた
り、次の旅行の際に「今回も石田さんにお願いします」とご指名をいただけるとやりがいを感じます。
励みになっているのは、社内ランキングや社内の接客コンテストです。毎年JTB関西のおよそ1,000人の社
員の中から部門ごとに売上達成等の上位者が発表されます。2016年は2部門で所属社員区分で関西1位
を達成しました。社内接客コンテストでは2016年に関西地区代表に選ばれ、全国大会に出場。ファイナリス
ト15名に残ることができました。

「次もあなたに」と指名されるのが嬉しい「次もあなたに」と指名されるのが嬉しい

旅という「思い出」を提供できることが何よりの魅力現場で輝く
卒業生
現場で輝く
卒業生
kyoto-carriere

最初は添乗員になりたくてツアーコンダクターコースに進学しましたが、実践的な学びを通じて実際の仕事
を知る中で希望進路が変わっていきました。心に残っているのは、「ツアコン添乗実習」です。貸切バスにお
客様に見立てた他のコースの学生を乗せ、ツアーコンダクターとして京都や大阪などを巡りました。実際に
体験してみると、スケジュール通りに進まずに慌てることばかり。ツアーコンダクターは想像した以上に大変
な仕事だと実感しました。それでもお客様役の学生から「楽しかった」と言ってもらえたことが嬉しかったで
す。物ではなく「思い出」が残る。そんな旅行を提供する仕事の魅力を知ったことが今につながっています。
得難い財産になっているのは、各分野のプロからマナーや言葉遣い、接客などを教わったこと。どの先生も
厳しかったけれど、学生を思う熱意が伝わるから一度も嫌になりませんでした。「生半可な気持ちではいけ
ないな」と気を引き締められたことを覚えています。

接客のプロから教わったことが財産に接客のプロから教わったことが財産に

現在は、マネジメントリーダーとして他のスタッフをまとめ、店舗全体の業務がスムーズに進むよう切り盛り
する役割も担うようになりました。いつも目標を高く持ち、その達成に向かって全力で取り組むのが私の
モットー。そうした私の姿勢が他のスタッフのやる気を促すいい刺激になればと願っています。その甲斐
あって、昨年後輩が接客コンテストに出場するまでに成長したことが嬉しかったです。
最近は仕事で同窓生と出会えるのも楽しみの一つ。他の旅行会社から営業に来た方がキャリエールホテル
旅行専門学校の卒業生だとわかって話が弾むこともあります。がんばっている同窓生を見ると「私も負けら
れない」と力が湧いています。この会報を通じて私も同窓生の皆に「今も目標を持ってがんばっています！」
と元気を伝えたいですね。

今も全力でがんばっていることを伝えたい今も全力でがんばっていることを伝えたい

石田 彩乃さん
旅行学科
ツアーコンダクターコース（2009年卒）

株式会社 JTB関西
（※2018年4月以降 株式会社JTB）
マネジメントリーダー

多数の卒業生が活躍中
京都ブライトンホテル
9人の近況とメッセージをご紹介！

（左）
料飲部 宴会課 婚礼予約
伊東 美香 さん
ブライダル学科
ブライダルコース（2012年卒）

4年間レストランで勤務し、2016年春
にウエディングプランナーになりまし
た。新郎新婦の幸せそうな笑顔と感謝
の言葉をいただくと、この仕事ができ
て良かったと幸せな気持ちになります。
懐かしい話や近況を聞きたいので集ま
りましょう！

（右）
総務部 総務人事課
池田 真子 さん
ホテル学科
ホテルコース （2012年卒）

採用・教育担当として新卒・中途採用、
新入社員研修などに携わっています。
仕事柄キャリエールの先生方にもお世
話になっています。キャリエールで出
会った皆と今でも連絡を取っており、頑
張っている姿が刺激になっています。

（左）
宿泊部 宿泊サービス課
猪田 茉那 さん
ホテル学科
ホテル料飲サービスコース（2017年卒）

当ホテルは客室が182室と小規模でス
タッフやお客様の距離が近く、一人一
人と深く関わることができ充実した
日々を送っています。キャリエールでの
2年間は本当に楽しかったです。また皆
に会えることを楽しみにしています。

（中央左）
宿泊部 宿泊サービス課
井上 奈津子 さん
ホテル学科
ホテルコース（2017年卒）

現在ロビーサービスの仕事をしてお
り、お客様との距離が近く、小規模なホ
テルだからこそできるサービスを心掛
けています。吸収することが多く、日々
成長を感じています。キャリエールで皆
と過ごした2年間はとても楽しかったで
す。

（中央右）
料飲部 レストラン課 クー・オ・ミディ
北村 哲志 さん
ホテル学科
ホテル料飲サービスコース（2016年卒）

入社後1年間勉強しバーテンダーの資
格を取り、現在カウンターでお客様に
お酒を提供しています。京都代表とし
てカクテルのコンクールに参加し決勝
に進みました。また同級生の皆と会え
ることを楽しみにしています。

（右）
料飲部 レストラン課 クー・オ・ミディ
齋田 乃恵 さん
ブライダル学科
ブライダルコース （2014年卒）

ビュッフェレストランに3年間勤務し、現
在ラウンジバーでケーキやカクテルを
提供しています。異動してからホットヨ
ガに通い始めました。毎日楽しく仕事を
頑張れているのはキャリエールでの2
年間があるからです。また皆に会いた
いです。

（左）
料飲部 レストラン課 花閒
野中 柚希 さん
ブライダル学科
ブライダルコース（2014年卒）

中国料理・花閒でホールでの接客をし
ています。休日は旅行や音楽フェス、ス
ノーボードでリフレッシュし、キャリエー
ル時代のクラスメイトとも年2回ほど集
まっています。皆の活躍を聞き、自分も
もっと頑張ろうと力をもらっています。

（中央）
宿泊部 ハウスキーピング課
嶋 日芽子 さん
ホテル学科
ホテルコース（2017年卒）

ホテルの一番の商品である客室と深く
関わることができる、宿泊部で仕事をし
ています。「ホテルで働きたい」という
夢を持った仲間との時間は、背中を押
してくれる大切な思い出です。今でも
よく連絡を取りご飯を食べに行ってい
ます。

（右）
料飲部 レストラン課 花閒
石原 江理 さん
ブライダル学科
ウエディングプランナーコース（2016年卒）

インターンシップ生もお世話になりました

中国料理・花閒でホールでの接客をし
ています。スタッフ同士仲が良く笑顔
の絶えない職場で、お客様の「ありがと
う」という言葉にやりがいを感じていま
す。ウエディングプランナーになるとい
う夢を叶えられるよう頑張ります。
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同窓生の皆さんにおかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し
あげます。

さて、本学園では、2018年4月に京都市山ノ内浄水場跡地において太秦
キャンパスを整備し、京都調理師専門学校及び京都製菓製パン技術専門学校
を移転開校させます。また、現在、わが国で初めてとなる実践的な管理栄養士
と和食分野の調理師を養成する京都専門職大学を2019年4月開学に向け
て認可申請中で、その後、2024年には、京都栄養医療専門学校を太秦キャ
ンパスに移転させ、さらには専門職大学院設置を視野に入れた未来計画を柱
立し、我が国の職業教育を牽引する学園づくり、ひとづくりに邁進しています。

一方で、皆さんの母校であるキャリエールホテル旅行専門学校では、大和
学園創立の地である河原町御池のキャンパスで、ホスピタリティ産業界と密
に連携しながら、世界に冠たる京都の都市格にふさわしい品位とおもてなし

力を兼ね備えたホテル、旅行、ブライダル分野のスペシャリスト養成にこれからも努めてまいりたいと
思います。そのためにも、明確な教育目標を軸に、職業教育のアウトカムズを生み出すカリキュラムの
構築に取り組み、学生たちが主体的に学び、改善と革新を生み出す力を身に着け、世界に誇れる職業型
実学教育を推進する所存です。そして、学生の基礎的・汎用的能力を高めると共に、全国トップクラスの
資格・検定合格実績を維持・向上させて参ります。

これからも、母校の教育への取り組みとチャレンジにご期待とご支援を賜りますよう、お願い申しあ
げますとともに、卒業生の皆さんのますますのご活躍と同窓会の発展をお祈りいたします。

同窓会長挨拶理事長挨拶

同窓会長
柿原 宏幸

校長挨拶

校　長
楠井 秀和

理事長
田中 誠二

支出の部    　　　　　　　 単位：円
科　目

総 会 費
交 流 会 費
事 業 費
会 報 費
会 議 費
周年事業積立費
通 信 費
予 備 費
次年度繰越金
合 計

0 
0 
0 

220,000 
12,000 

301,870 
180,000 

0 
8,883,499 
 9,597,369 

支出の部    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：円
科　目 決算額 予算対比 備　考

前年度繰越金額
新規加入会員費
事 業 費
寄 付 金

雑 収 入

銀 行 利 息

合 計

7,766,732 
1,200,000 

0 
1,870 

8,563 

1,000 

8,978,165 

7,766,732 
1,200,000

0
0

8,563

59

 8,975,354 

0
0
0

-1,870

0

-941

 -2,811 

総 会 費
交 流 会 費
事 業 費
会 報 費
会 議 費
周年事業積立費

通 信 費

予 備 費
次年度繰越金
合 計

0 
0 
0 

290,000 
12,500 

301,870 

167,000 

0 
8,206,795 

 8,978,165 

0
0
0

212,576
11,088

300,000

164,215

 
8,287,475 
 8,975,354 

0
0
0

-77,424
-1,412
-1,870

-2,785

0
80,680
 -2,811 

@6,000*200名=1,200,000円

寄付金０口

普通預金利息（@29*1回+@30*1回）

@2,000*1口、手数料@130*1回

@6,000*207名=1,242,000円

2016年3月卒分卒業記念パーティー
予備費残金（8,563円）

2016年度収支決算
科　目 予算額

予算額

前年度繰越金額
新規加入会員費
事 業 費
寄 付 金

雑 収 入

銀 行 利 息
合 計

8,287,475 
1,242,000 

0 
1,870

 
65,974

 
50 

9,597,369 

科　目 予算額

予算額

決算額 予算対比 備　考 備　考

備　考

収支差額

普通預金

２０１7年度収支予算

同窓会報制作・梱包
定期総会（案内発送＋返信封筒）
積立費（300,000円）＋寄付金（1,870円）
同窓会報発送、受取人払切手代

収入の部    　　　　　　　 単位：円

財産目録（2016年度）

収入の部    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位：円

2017年3月卒分卒業記念パーティー
予備費残金（65,974円）

0
8,287,475
2,387,761

0
10,675,236

科　目

（京信/河原町）

金　額
現　金
普通預金

貯蔵品

周年事業積立金

合　計

※20周年関連支出（1,877,362円）を差し
引いた金額。寄付金計（49,170円）を含む。

キャリエールホテル旅行専門学校では、同窓会創立3０
周年記念事業に向けた基金の積立を行っております。
同窓会員の皆様のお力添えをお願いいたします。

運営協力金のお願い
募金方法

●郵便振込の場合
同封しております振込用紙にて最寄りの郵便局から
お振込ください。

ご協力
お願いします

１口/ ２,０００円（何口でも可）
協力金 ●現金書留の場合

〒６０４-８００６　京都市中京区河原町三条上ル
キャリエールホテル旅行専門学校 同窓会事務局
までお送りください。

同窓会報制作費（210,416円）＋取材手土産代（2,160円）
定期総会案内発送費（10,824円）＋返信封筒（264円）
積立費（300,000円）

・同窓会報発送費（160,608円）
・受取人払切手代：同窓会報返信用（3,605円）＋総会返信用（2円）

同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。創立25年目を迎える本同窓会は、事務局
の先生方にお世話になりながら役員を中心に、会報の発行や事業の在り方について議
論を重ねて運営を行っております。

さて、最近では「ペッパー君」のようなAIを搭載したロボットが接客を行う時代が来る
と言われております。確かにロボットは多言語にも対応しており、ゲストの必要とする情
報を的確に案内することが出来るのかもしれません。しかしながら、AIにはないホスピタ
リティ・マインドを持った接客が出来るのは私たち人なのです。

ゲストに「また来たい」と思っていただけるような高いレベルの接客を、常に提供する
ことが必要であると日々、感じております。

最後になりましたが、これからの観光業・ブライダル業を支える人材を輩出するキャリ
エールの同窓生の皆様のますますのご活躍と同窓会の発展を祈念し、ご挨拶とさせて
いただきます。

同窓生の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。
さて、我が国では少子・高齢化に伴う生産年齢人口の減少や地方における地域経済

の縮小、人材不足の問題などが顕著化している中で、政府が進める成長戦略分野であ
る「観光・地域活性化」をさらに促進するため、ホテル、旅行、ブライダルのホスピタリ
ティ産業に従事する人材が求められています。その役割と責任に応えるべく、本校では、
これからも規範教育・マナー教育を徹底し、「人に奉仕し、人をもてなし、人を幸せにす
る」精神を育み、本校独自の職業型実学教育をさらに深化させ、人間的魅力を兼ね備え
た中核的専門人材を養成していく所存です。

同窓生の皆様の今後ますますのご活躍とご多幸をお祈りするとともに、母校に対しま
して、より一層の温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

2016年度事業報告

2017年度事業計画

1．2016年度総会の開催
2．会報の発行
3．京都栄養医療専門学校・京都調理師専門

学校・京都製菓技術専門学校＊との交流
4．再就職登録の案内・中途求人紹介の促進
5．同窓会会員の登録データの整備
6．同窓会facebookの運営
7．創立30周年記念に向けた基金の積立と

募金協力の実施

1．2017年度総会の開催
2．会報の発行
3．京都栄養医療専門学校・京都調理師専門

学校・京都製菓技術専門学校＊との交流
4．再就職登録の案内・中途求人紹介
5．同窓会会員の登録データの整備
6．同窓会facebookの運営
7．創立30周年記念事業に向けた基金の積

立と募金協力の実施

　本校職員の名を語って「同窓会名簿」を不正取得しようとする事案が報告されています。
皆様よりお預かりしている個人情報は本校で責任を持って管理・保管しており、本校職員から電話等をはじめとした手段で同窓会名簿
取得のためのご連絡をさせていただくことはございません。 
　もし同様の電話を受けられたりご不明な点等ございましたら、キャリエールホテル旅行専門学校 同窓会事務局までご一報ください。

個人情報の不正取得に
ご注意ください

キャリエールホテル旅行専門学校 
同窓会事務局
TEL（075）241-0191（代）

就職状況報告 同窓生の皆様のご活躍のおかげで、続々と就職決定いたしました。
皆様の職場の後輩になる学生がおりましたら、ご指導の程よろしくお願いいたします。

2017年度生の主な就職内定先（敬称略）

2017年度 就職
内定率98.4%

（2018年3月12日現在）

■ブライダル・衣裳・ジュエリー・フラワー分野
日比谷花壇／As-meエステール／ＮＥＷ　ＡＲＴ／Pacific Diner 
Service／ＴＡＫＥ　ＳＴＥＰ／ＴＭＮ２／あゆみブライダル／アルファ
フローリスト／アンテリーベ／ヴァンドームヤマダ／エスクリ／エフ・
ディ・シィ・フレンズ／エルフラット／オリエンタル京都　朱雀邸／クラ
ウディアコスチュームサービス／サダマツ／スタイルズ／ダイヤモン
ドプロ／テイクアンドギヴ・ニーズ／二条城チャペル　セント・アベニ
ール／ノバレーゼ／花てまり／パビリオンコート（京都山中商会）／バ
リューマネジメント／フォーシス　アンド　カンパニー／ブラス／ベ
スト-アニバーサリー／ベルモニー／マリアージュグランデ／マリア
ージュ彦根／ミケランジェロ／杢目金屋／リバースイート／レッジー
ナミラ／京鐘／高見／沙羅双樹／扇屋／太閤園／宝石時計の武内

■ホテル・旅館分野
ホテルグランヴィア京都／AMANEMU／ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル京都／ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸／アマン東京／アンダーズ 

東京／ウェスティンホテル東京／ウェスティン都ホテル京都／加賀屋
／かりゆし／京都ブライトンホテル／京都ホテル／グランド ハイアッ
ト 東京／神戸ポートピアホテル／神戸メリケンパークオリエンタルホ
テル／ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン／ザ・リッツ・カールトン大阪／ザ・リッツ・カールトン京都／新・都ホ
テル／長楽館／ハイアット リージェンシー 大阪／ハイアット リージ
ェンシー 京都／ハイアット リージェンシー 東京 ／はいむるぶし／兵
衛向陽閣／フォーシーズンズホテル京都／プリンスホテル／ホテル 
ユニバーサル ポート／ホテル近鉄ユニバーサル・シティ／ホテルセン
トノーム京都／ホテルモントレ／ホテル日航関西空港／むさしの／モ
アレリゾート／ヨコハマ　グランド　インターコンチネンタル　ホテ
ル／リザンシーパークホテル谷茶ベイ／リゾートトラスト／ロイヤル
オークホテル　スパ＆ガーデンズ／ロイヤルホテル／喜久多／阪急
阪神ホテルズ／志摩観光ホテル／森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ／
星野リゾート

■旅行・鉄道分野
東海旅客鉄道／HANDS ON JAPAN／アバン ／エイチ・アイ・エス
／エクセル／エムケイ／キョーエーツーリスト／ジェイアール東海ツ
アーズ／トヨタツーリストインターナショナル／トライシード／ドリー
ムワールド／日本旅行サービス／フジ・トラベル・サービス／トラビュ
ー観光／穴吹トラベル／大阪モノレールサービス／東武トップツアー
ズ ／日本旅行オーエムシートラベル／農協観光／平和堂

■その他
ＰＬＡＮＴ／ＴＨＩＮＫフィットネス／サマンサタバサジャパンリミテッド 
／スーパーコート／ハートフレンド／ビーイー／柿﨑商店／山田商店
／神美　THE　PERFECT　LINE／FOREVER21

（順不同）

重　要

（＊2018年4月より京都製菓製パン技術専門学校に校名変更）



現在こんなことをしています！
現在、台湾赴任をしておりプリンスホテル・西武グループ企業も含めたインバウ
ンド営業を中心に活動を行っています。台湾は非常に親日家が多く生活面では
苦労はありませんが、ビジネススピードは非常に早く意思決定や判断力は常に
重要になっています。このような、国が違えばビジネスの考え方や意思決定プロ
セスの違いを肌で感じることができ、非常に勉強になります。
プリンスホテルが台湾・香港のお客様の大切な企業として思われるように様々な
活動をできればと思っています。

同窓生へのメッセージ
私にとって学生時代の2年間は勉強やホテルでのアル
バイトをする貴重な時間でした。今でも帰省をすると
面接の練習をした喫茶店やいつもみんなでランチを
したレストランが残っており、思い出が蘇ります。ぜひ、
台湾は素晴らしい場所なのでプライベート・ビジネス
でも来てください。

学生時代同級生の山西先生と

現在こんなことをしています！
2004年に卒業し、大阪の添乗員の会社に４年間勤め沖縄から
北海道、中国からハワイなど沢山の地域、国で経験を積み、現在
は香川に本社のある『穴吹トラベル』にて、法人団体や修学旅行
などの営業をし、昨年には募集ツアーを企画する部署に異動とな
りました。まだ慣れない為日々勉強中です。
何年経っても学ぶことは多いですが、その分やりがいのある“志事”です。
私にそっくりの9歳の息子と、かわいい6歳の娘の父の仕事もしっかりして…い
ます。

同窓生へのメッセージ
卒業し14年が経ちました。短い時間でしたが私にとってキャリエールで過ごし
た時間は素晴らしく楽しく、また忘れることのできない思い出ばかりです。
地下でワールドカップを皆で観たり、阪神の優勝で竹内がフィーバーしたり、ほ
んと楽しかった！"友"に恵まれた２年間でした。
最近は連絡を取り合う機会も減りましたが、それぞれの場で活躍し、楽しく、幸
せに過ごされていると思います。そろそろ集まりたいですね♪

現在こんなことをしています！
ブライダルジュエリーブランド「LAPAGE（ラパージュ）」でジュエリーアドバイ
ザーとして勤務し、これからご結婚されるおふたりと共に運命のブライダルリン
グを探すお手伝いをさせていただいております。日々の幸せな気持ちや・贈り
あった当初の懐かしい思い出など沢山の思いが込められていくブライダルリン
グ。そんなリングの大切さを私自身も結婚し日々感じており、素敵なお仕事をさ
せていただいているなと思っております。

同窓生へのメッセージ
皆さんお元気にお過ごしでしょうか。キャリエールを卒業して7年が経ちますが、
楽しく過ごしていたのがついこの間の様に感じま
す。キャリリンピックや卒業制作、他愛もないお昼休
みの出来事など今でも集まるといつも思い出話に
花が咲きます。とても濃い充実した2年間でした。
また皆さんに会える日を楽しみにしています。お酒
を飲みながら懐かしい話をしたいですね。

今でも集まる12人
優秀従業員賞を受賞！

添乗での一幕

現在こんなことをしています！
日によって担当するポジションが異なるのでバックサイドで仕事をしたり、ホール
に出てサーバーをしたりと、幅広く仕事をしています。今は主に4つあるセクショ
ンの中の会席でサーバーをしています。ゲストのオーダーテイクから料理の提
供、何かのお祝いであれば他のスタッフと協力して、ゲストが驚くようなお祝い
を考えたりします。そして、宿泊だけでなくレストランを利用されたゲストのザ・
リッツ・カールトンでの経験がより良いものになるようお手伝いをしています。

同窓生へのメッセージ
社会人になってもうすぐ2年が経ちます。それぞれの職場では
新人ではなく、中堅層になっていくと思います。最近、私はよく
‘後輩が出来たから’‘もう2年経つんだから’と思いながら仕事を
するようになりました。今でもわからないことはまだありますし、
何かミスをして落ち込むこともあります。その時は、専門学校の
時に習ったことをふりかえってヒントを得たり、当時の写真を見
て活力をもらったりしています。これから大変なことはそれぞれ
あると思いますが、自分らしさを忘れずに頑張っていきましょう！

楽しかった卒業旅行！

現在こんなことをしています！
高校生のときから憧れていたウエディングプランナー。そんな
私の夢が叶って早10何年…今では沢山のカップルの幸せを
お手伝いさせて頂いています。結婚式のプランニングだけで
はなく、ブライダルフェアの企画・運営や、新規集客、売り上げ
管理等様々な業務を行い、日々やりがいを感じています。キャ
リエールを卒業後、北ビワコホテルグラツィエに同期で入社し
たキャリエールの同級生や後輩たちと今でも共に働けること
をとても嬉しく思っています。

同窓生へのメッセージ
同窓生の皆様こんにちは！とても、とても、お久しぶりです…。
今ではなかなか会えなくなった同級生とは、SNS等で近況を
知り、みんなの頑張っている姿に日々刺激を受けています。私
が今いる場所は、目の前にすぐ琵琶湖がある最高のロケー
ションです。滋賀県に来られることがあれば、是非お立ち寄り
ください☆そしてまた同窓会ができたらいいですね！お会いで
きることを楽しみにしています。まだまだこれから、夢に向かっ
て頑張りましょう！！

頑張った～！

現在こんなことをしています！
今年の4月より入社して9年目になりますが、ドレスコーディネーター、アシスタ
ントマネージャー、マネージャーと様々な経験をさせていただきました。現在は
店舗を離れ、昨年7月よりパーソナルデベロップメントという部署で全社の教育
を担当しています。新入社員や既存の社員の研修を主に行っており、商品に負
けないくらいの素晴らしい接客ができるスタッフで溢れる会社となるよう日々
奮闘しています。私生活では昨年結婚をし、現在は家庭と両立しながら毎日楽し
んでいます。

同窓生へのメッセージ
お久しぶりです。私は相変わらずブライダルのお仕事にどっぷり漬かっておりま
すが、皆様はいかがでしょうか＾＾きっと様々な場所でご活躍されていることか
と思います。私自身、他のお仕事をしたことがないので分かりませんが、結婚式
に携わるお仕事の重みはきっと特別だと思います。プレッシャーから押しつぶさ
れそうになることも正直何度もありました。それでも、キャリエールで一緒に学
んだ仲間たちが頑張っている姿を想像しながら、そしてたまには息抜きしなが
ら、これからもお仕事と向き合いたいと思います。

同事業所で活躍中阪急交通社 ホテル阪急インターナショナル
現在こんなことをしています！
私は現在カウンタースタッフをしており、お客様の国
内・海外旅行の相談・手配をしています。自社商品のみ
でなく、他社のパッケージ商品も数多く取扱っておりま
す。そのため、どのプランがお客様のご要望に合うか探
し出すのが難しいところですが、日々やりがいを感じな
がら業務に励んでいます。プライベートでは、やはり旅
行へよく行きます。仕事柄、お得なツアーを探し出すの
が得意になりました！

同窓生へのメッセージ
皆さん元気にお過ごしでしょうか。卒業して４年が経ち
ますが、キャリエールで出会った旅行学科のクラスメイ
トとは、今でもよく旅行へ行ったり、遊びに行ったりして
います。大切な仲間と過ごしたキャリエールでの２年間
は本当に宝物です。機会があればまた皆で集まって近
況報告や、学生時代の話が出来ればと思います。

今でも仲良し！旅行学科メンバー

クラスメイトとハワイ旅行へ

現在こんなことをしています！
私は、現在の職場に転職し、もうすぐ1年経とうとしておりますが、大阪の地にも
ようやく慣れてきました。ウエディングプランナーとして、働かせていただいてい
ます。ご結婚式をご検討のお客様の接客、ご結婚式当日までのお打合せを主に、
また、ブライダルフェアのパンフレット作成や担当なども行っております。担当の
お客様と一緒に想いを形にしていくお手伝いをさせていただいていることに、
日々喜びとやりがいを感じております。

同窓生へのメッセージ
皆様、お久しぶりです。
卒業後は、地元（石川県）に戻り就職しましたが、今回、ご縁があり大阪に転職してき
ました。
地元にいたときはなかなか会えなかったキャリエール時代の友達も、大阪に来てか
らは、月1回ペースで遊んでいます。卒業してから一度もキャリエールに遊びに行っ
ていないので、時間が空いたときには遊びに行こうと思
います!(^^)!

現在こんなことをしています！
現在、私は旅行カウンタースタッフをしております。海
外旅行を主に担当していますが、国内旅行も手配をし
ております。お客様とお話ししながら、ご旅行を一緒に
作りあげていくのは大変ですが、大好きな旅行に関わ
ることができ、また、お客様の笑顔のおかげで日々やり
がいを感じております。プライベートでは1年に何度か
旅行に行き、リフレッシュしております。

同窓生へのメッセージ
同窓生の皆様、お元気でいらっしゃいますでしょうか。キャリエールで過ごした
日々の写真を見返すと、楽しかったな～、戻りたいな～といつも思っておりま
す。またぜひ皆で集まって懐かしい思い出話や、近況報告などしあいたいです。
その時までお互い頑張りましょう♪

最近カメラに夢中！佐久島にて

現在こんなことをしています！
現在、ブッフェレストラン「ナイト＆デイ」に勤務しており
ます。2013年に入社し、フレンチレストランや喫茶、バ
ンケットを経て現在の職場に配属となり、今年で6年目になります。ブッフェレストラ
ンはお客様と接する回数がホテルの中でも一番多く、たくさんの経験が積める場で
す。ただ、ランチとディナーの利用を併せて1000人以上のお客様がご来店される
日があるほど忙しい店舗である為、1人1人にゆっくりサービスすることは出来ませ
ん。その中で、店舗目標や個人での目標を掲げ、お客様に話しかけ、再来店「リピー
ト」していただけるようなレストランを目指し日々頑張っています。

同窓生へのメッセージ
皆様、お元気でいらっしゃいますか。先日、インターンシップで来られた在学中の学
生と一緒に仕事をさせていただき、キャリエール時代のことを思い出しました。楽し
かった思い出・辛かった思い出など長いようで短かった2年間の思い出は今となっ
てはとても良い経験でその時の仲間とも毎年会えるのが楽しみとなっております。
みなさんも日々お忙しいとは思いますが頑張ってください。また、大阪に来られた
ら是非お声掛け下さい。
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プリンスホテル
台北支店長

ホテル・観光ビジネス学科
1996年卒

安田 夏樹 さん

穴吹トラベル
メディア企画販売部 ツアー企画課

徳島エリア責任者 主任

旅行学科 旅行コース
2004年卒

井上 崇史 さん

LAPAGE京都直営店

ブライダル学科
ブライダルスタイリストコース

2011年卒

岩崎 絢野 さん

ザ・リッツ・カールトン京都
日本料理　水暉

ブライダル学科
ウエディングプランナーコース

2016年卒

国本 祐希 さん

北ビワコホテルグラツィエ
ブライダル マネージャー

ホテル学科 ブライダルコース
2006年卒

富岡　綾 さん

トリート
パーソナル デベロップメント

ホテル学科 ブライダルコース
2010年卒

山口 里織 さん

（濱﨑）

（樋口）

阪急交通社
ららぽーとEXPOCITY

トラベルセンター

旅行学科
ツアープランナーコース

2014年卒

森 みなみ さん

ホテル阪急インターナショナル
宴会部 宴会予約

ブライダル学科
ブライダルコース

2011年卒

小西 幸恵 さん

阪急交通社
梅田支店 2係

旅行学科 旅行コース
2015年卒

細見 成美 さん

ホテル阪急インターナショナル
レストラン部 ナイト＆デイ

ホテル学科
ホテル料飲サービスコース 

2013年卒

梅田　旭 さん



懐かしいあの行事・あの授業各学科紹介

各学科の新たな科目・取組みをご紹介NEW!!

鴨川ボランティア清掃
地球環境にやさしい心・美化意識・ホスピタリティマインドの醸成と学年を越
えた交流を目的にボランティア清掃を毎年行っています。
以前は全学生を対象としていましたが、2011年度からは1年生を対象に実
施し、2013年度からは旅行学科が主体となって継続的に実施しています。

旅行学科 ネイティブの先生から学ぶ英会話
接客英会話やホテル英会話など在校生もネイティブの先生から英語を学
んでいます。    
科目を開設した当時から変わらず楽しみながら現場で使える英語を学ん
でいます。

ホテル学科 和装着付・作法演習
着物の着付け、和の立ち居振る舞いを知り、自身でも着物が着られるよう
に学んでいます。
ブライダル学科開設以来続く、京都の専門学校ならではの人気授業です。

ブライダル学科

～Ｆ＆Ｂサービス演習ゲスト大募集！～５００円 母校でランチしませんか？？

◇開催日時：
 火曜日・水曜日（授業実施期間のみ）
 1２：００～１３：３０
 （12：00までにご来校の上、受付をお済ませください。）
◇参加費用：５００円
◇申込方法：
 学校（０７５－２４１－０１９１）まで
 お電話ください。
※事前予約制となります。
※２～４名でお申込みいただくと同じテーブルでご案内できます。　
※各回定員がございますので予めご了承願います。 

ホテル学科２年生の授業の一環として実施し
ているランチ営業。
ランチ終了後にはアンケートにご協力いただ
き、お客様の声を指導に反映させています。
卒業生の皆様もぜひご協力ください。
ご予約お待ちしています。

ご来店をお待ちしています

同 窓 会 報

教職員インタビュー 懐かしい先生方に2018年度の抱負を聞いてみました！

非常勤の先生方にも聞いてみました
◆山本　恵 先生

仕事に趣味に日々、全力投球！！

◆小松 仁美 先生

気持ち新たにさらにホスピタリティを追求

◆芝　一郎 先生

今年は初孫の誕生でじいちゃんになりそうです(汗)

◆富安 澄華 先生

ワクワク感を大切に！旅も 授業も 子育ても

◆神野 美嘉子 先生

中国語を習い始めました。我会努力的！

◆土井 茂桂子 先生

善き人・もの・ことの協奏の中で悦に入る(笑)

◆辻　智子 先生

１日ひとつの「幸せ」を
みつける

◆加藤 純子 先生

現状に満足せず、常に
自己啓発を心掛ける

◆田中 栄一郎 先生

やりたいことをやって、
自分らしく生きる！

◆小倉 希穂 先生

ゴルフレッスンに通っ
てコースデビュー！

ブ
ラ
イ
ダ
ル
学
科

◆鈴木 ゆか 先生

ワクワク感の多い１年
にする

◆森　庸郎 先生

おかわりをしない、お
菓子を控える

◆城石 美津希 先生

やってみたいことをや
ってみたいで終わらせ
ない

◆中島 司補 先生

訪れたことのない所へ
旅行に行く

就 

職 

部

◆髙尾 勝義 先生

１月末から自動二輪の大型免許
の取得にむけ、教習所に通います

◆山下 裕明 先生

講演会や勉強会に参加して、日々
成長を目指します

◆奥山　勉 先生

何事にも負けないつよいからだ
づくり

◆槇塚 康直 先生

健康管理＆スポーツ活動＆繋がり
の年度

◆山西 真弓 先生

中１、小１になる子供達との時間
を大切にする

◆田島 絢子 先生

何事も慎重かつ丁寧に！

旅
行
学
科

ホ
テ
ル
学
科

教 

務 

部
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現在も各学科で取り組んでいる行事や授業をご紹介

キャリエールの最新情報は
SNSで随時更新中！
ぜひチェックしてください。

※入学選考や奨学金に関するご質問は
　入学係（0120-071219）までお問い合わせください。

給付額

応募条件
5０，０００円  
●２親等以内の親族がキャリエールホテル

旅行専門学校、大和学園グループ校の
卒業生または在校中である者

●すべての入学選考において応募可能

有応募資格者全員  採用人数

同窓生の皆様のまわりに、キャリエールへの入学を考えている
親族の方はいらっしゃいませんか？

同窓生ファミリー
奨学金のお知らせ　同窓会事務局では同窓生の皆様の住所やメールアドレ

スなどのデータを管理していますが、卒業後年数が経過
するにつれ、転居して連絡先がわからなくなっている方も
多くなっています。卒業後に転居して事務局に変更の連
絡をしていない方、また、そのような同窓生をご存じの方
は事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。

●キャリエールホテル旅行専門学校 OB・OG サイトの
　「登録情報変更フォーム」に必要事項を入力・送信
●同封の「データ変更届」の返送
   （郵送またはFAX）
　FAX:075-252-6762
●右記QRコードを利用し、必要事項を入力・送信
●同窓会事務局
　（TEL:075-241-0191）へ電話連絡

ご連絡方法

住所・連絡先の変更について

 

①中途求人の情報が見られる ！
②学校の教職員や卒業生と出会える ！
③facebook上で卒業生や教職員と交流できる ！
④学校の最新情報を知ることができる ！

キャリエール同窓会facebook
ぜひご覧ください！

同窓会facebookでできること

是非「いいね！」して母校や同窓生と
つながってください！

　キャリエールホテル旅行専門学校のOB・OGサイトで
は、中途求人の情報や学校の情報等を閲覧することがで
きます。同窓会facebookと併せてぜひご活用ください。

ID・パスワードを
忘れた方も、

サイトにて問い合わせ
できます

OB・OGサイトのご案内

「ＰＯＰ広告クリエーター演習」を新設！旅行学科 「首都圏インターンシップ」を新設！ホテル学科 「ジュエリー販売演習」を新設！ブライダル学科

２０１８年度よりＰＯＰ広告の目的・役割を理解し、販売促進に貢献できる効
果的なＰＯＰ広告の作成手法を学ぶ科目を新設します。  
 

２０１８年度より従来の語学留学に加え首都圏の外国人比率の高いホテル
での長期インターンシップが選択できるようになります。

上級ホテルコース対象

２０１７年度よりジュエリー検定受験で身に付けた知識を活かし、コーディ
ネート力や販売のスキルを高めるための科目を新設しています。 
 


