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（別紙様式４） 

 

職業実践専門課程の基本情報について 
 

学  校  名 設置認可年月日 校 長 名 所   在   地 

学校法人大和学園 
キャリエール 

ホテル旅行専門学校 
平成2年6月11日 楠井 秀和 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 
     （電話）075-241-0191 

設 置 者 名 設立認可年月日 代 表 者 名 所   在   地 

学校法人大和学園 昭和29年5月28日 
理事長 
田中 誠二 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 

（電話）075-241-0191 

目 
的 

人間的な能力を高めるための学園共通の教育的視点 
１．真理を愛し、創造性を豊かにする 
２．義務と責任を果たし、社会性を養う 
３．清潔を尊び、礼節をわきまえた人格形成に努める 
４．異なりを認め合い、相互に敬愛する 
５．人に奉仕し、人をもてなし、人を幸せにする 

課 程 名 学 科 名 
修業年限 

（昼、夜別） 

全課程の修了に

必要な総授業時

数又は総単位数 

専門士の付与 高度専門士の付与 

商業実務 

専門課程 

ブライダル学科 

ブライダルコース 
２年 

ブライダルコース 

１８４９単位時間 

（又は単位） 

平成２２年 

文部科学大臣 

告示 

第１５２号 

商業実務 

専門課程 

教育課程 

講義 演習 実験 実習 実技 

ブライダルコース 

８２５単位時間 

（又は単位） 

ブライダルコース 

８３４単位時間 

（又は単位） 

ブライダルコース 

単位時間 

（又は単位） 

ブライダルコース 

１９０単位時間 

（又は単位） 

ブライダルコース 

単位時間 

（又は単位） 

生徒総定員 生徒実員 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１４０人 ２２８人の内数 １３人 ４８人 ６１人 

学期制度 

■前期：４月１日～９月３０日 

 

■後期：１０月１日～３月３１日 

成績評価 

■成績表（有・無） 

■成績評価の基準・方法について 

定期試験等を実施し、出席状況・ 

学習態度などを勘案し、ＡＢＣに 

て評価する。 

長期休み 

■学年始め：４月１日 

■夏  季：７月２１日～８月３１日 

■冬  季：１２月２１日～１月８日 

■春  季：３月２１日～４月８日 

■学 年 末：３月３１日 

卒業・進級条件 

・科目ごとに行われる定期試験に 

100点法とし、60点以上を合格と 

する。 

・各種資格検定取得や課外授業受講ご

とにポイント化されており、２年間で

５ポイント以上取得する。 
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生徒指導 

■クラス担任制（有・無） 

・各クラスごとに担任が付き、各学科 

ごとに事務サポート担当者あり 

 

■長期欠席者への指導等の対応 

・出欠規定をオーバーする前に、個別 

の連絡や面談などを行い、指導する。 

また、状況に応じて保護者へ連絡し、 

家庭においても指導いただく。 

課外活動 

■課外活動の種類 

・京都府専修学校各種学校協会 

主催の体育大会に向けたバレ 

ー・卓球チームによる課外活動 

■サークル活動（有・無） 

・ただし、年度によっては、非公認 

によるスポーツ系サークル活動が 

ある場合有 

主な就職先 

■主な就職先、業界 

・バリューマネジメント、ベストブライダ

ル、クラウディアコスチュームサービス、

プリモジャパン、オリエンタル京都朱雀

邸、株式会社ヴァンドームヤマダ、ワタベ

ウェディング、太閤園、Wedding Terrac

e、日比谷花壇、テイクアンドギヴ・ニー

ズ、ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ、二条城チャペ

ル セント・アベニールなど関西を中心に

全国各地に就職している。 

■就職率 １００ ％ 

■卒業者に占める就職者の割合 

     １００ ％ 

主な資格・検定 

・レストランサービス技能検定 

・アシスタント・ブライダル・コーデ

ィネーター検定 

・色彩検定 

・マナー・プロトコール検定 

・ジュエリーコーディネーター検定 

・フォーマルスペシャリスト検定 

・サービス接遇検定 

中途退学の現状 ■中途退学者 ８名  ■中退率 ３．５％ 

平成２７年４月 １日在学者 ２２８名（平成２７年４月入学者を含む） 

平成２８年３月３１日在学者 ２１９名（平成２８年３月卒業生を含む） 

 

■中途退学の主な理由 

 進路変更・・入学前に興味のあった他分野や入学後始めたアルバイトへの進路変更など 

 学費滞納・・学費工面が難しく、期日通りの納入が出来なくなったため 

 

■中退防止のための取組 

 ・入学後、夏休み明けの担任による個人面談 

 ・週単位での出欠情報を共有化し、タイムリーな指導、サポート 

 ・１年生前期カリキュラムにおいて、業界・企業研究などによる職業観の醸成 

 ・本校独自の奨学金制度と学費延納制度、入学前における詳細な学費説明の徹底 

 

ホームページ URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 



- 3 - 

                              

１．教育課程の編成 

（教育課程の編成における企業等との連携に関する基本方針） 

我が国のホスピタリティ産業の次代を担うホテル、ブライダル及び 旅行の各スペシャリスト養成教育の質的向上

に貢献するため、教育課程編成委員会の委員として産業界、企業等の役職員を選出し、企業等の様々な意見や要請

などを十分に活かしながら、実践的かつ専門的そして、先駆的な職業教育モデルを構築し、中核的専門人材の養成

教育を展開する。また、生徒のインターンシップやアルバイト、就業先への定期的な訪問やセミナー、講座などに

よる招聘時に人事や営業担当の方々に対してヒアリングを行い、各授業科目の開設や内容などの改善・工夫などに

活用する。 

（教育課程編成委員会等の全委員の名簿） 

平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属 

吉備 由佳 関西ブライダルビジネス懇話会 理事 

株式会社神戸ポートピアホテル 営業本部 ブライダル部 部長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部 マネージャー 

楠井 秀和 キャリエールホテル旅行専門学校 校長 

辻 智子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 学科長 

加藤 純子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

田中 栄一郎 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

小倉 希穂 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

鈴木 ゆか キャリエールホテル旅行専門学校 就職部 部長 

畑中 久美子 キャリエールホテル旅行専門学校 広報渉外部 部長 

安原 善則 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 部長 

山西 真弓 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 

 

（開催日時） 

第１回 平成２８年７月１２日（火） １５：２０～１７：００ 

第２回 平成２８年９月上旬予定 

 

２．主な実習・演習等 

（実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針） 

学生が業界や職種について理解し、一人前の職業人となるために、現場経験が豊富でキャリアモデルとして学生

の手本となるような講師を紹介いただける企業と連携を行っている。また、派遣いただいた講師には本校の施設設

備を活用しながら、業界の最先端の動向を指導いただくとともに、担当科目において業界で必要とされる最低限の

知識・技能を身につけたか、学修成果の評価を行っていただける企業を選定している。 

 

科 目 名 科 目 概 要 連 携 企 業 等 

就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前に、将来目指す職

業についての理解を深めます。夢や憧れだけでな

く現状を理解した上で「なりたい気持ち」「なり

たい目標」を描き、その実現に向けてこれからの

学校生活を積極的に過ごすことが大切です。個人

ワークやグループワーク、現場の方の講演等を通

じて実感しながら理解を深め、行動に移していき

ましょう。夏季インターンシップの事前指導も行

います。 

株式会社ノバレーゼ、高見株式会

社、株式会社日比谷花壇、株式会

社プリモ・ジャパン、株式会社

Pacific Diner Service、神戸ポー

トピアホテル 

今すぐ役立つ文章表

現演習 

文章を作成するうえで必要かつ基礎的な知識と、

読み手を意識して書く姿勢を身につけることを目

指します。また、授業内の「読書時間」を通じて

ｆａｃｅ－ｕｐ 
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日本語文章の基本的なルール構成を学び、実際に

書いてみることや、読み手の視点からよりよい文

章について考えるワークを行います。文章を分析

したり作成したりする演習を通して、様々なタイ

プの文章を自分の力で作成できる能力を養いま

す。 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーションを図る積極性

を養います。自ら話しかけ、興味を持って「相手

を知る」ことや、「自分の考えを伝える」演習を

重ね、対話力を養います。さらに、演習を通じて

チームワークの大切さや自ら考え動く主体性を養

います。ボイスゲームやコミュニケーショントレ

ーニングを実施することで緊張感を和らげ、人前

で発言をすることが楽しくなる実践力の向上を目

指します。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといった接客の場面で、

ますます必要になってきている英語でのコミュニ

ケーション。毎回の授業では、海外からのお客様

を迎える様々な場面を中心に、接客する側と接客

される側の両方の会話を学びます。また、ロール

プレイを通して実際の場面を想定しながら繰り返

し発話練習を行い、接客英会話を身につけていき

ます。外国人講師の生きた英語に触れながら異文

化理解を深め、楽しく英語でのコミュニケーショ

ンをとれるようになりましょう。 

株式会社シー・ティー・エス 

正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を理解し、早い段

階から社会人として通用する敬語の基本を身につ

けます。自己紹介やお客様への話し方のロールプ

レイングを通して、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖昧な言葉などを

チェックします。あらゆる年代、立場の方と、自

信をもってコミュニケーションを図ることのでき

る信頼関係の構築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやすさ、柔らかさの

表現ができることを学び、ブライダル業界で求め

られる安心感のある対応力を身につけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

サービスマナー演習

Ⅰ 

キャリエール・クール・スタンダードを基本とし、

社会人としての基礎的なマナーを身につけます。

同時に、ホテル業界に求められるホスピタリティ

マインドやコミュニケーションスキルを高めるた

めの知識や技術を学びます。また知識の習得だけ

でなくなぜそれが必要か、サービスマナーの意義

を理解しながら、「知る」「行動する」「習慣に

なる」の流れを作り、現場で活かせる力を養いま

す。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

婚礼調理実習 

フフランス、日本料理の婚礼で使用する基本的な

食材の特徴と調理法を学ぶと同時に、調理に必要

な衛生観念を習得します。また調理器具の名称や

基本的な取扱いを学ぶことにより、社会で臨機応

変に幅広く活躍できる知識と技術を身に付けま

株式会社キャリエール・インター

ナショナル 
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す。調理実習では基本的な料理を習得すると共に、

料理の最良の状態を知る事を学びます。またテー

ブルセッティングを施しての試食を行うことによ

り、サービスの技術を学習します。調理実習を通

してお客様に付加価値のあるプレゼンテーション

ができる知識を身に付けます。 

インターンシップⅠ 

ホテルの各セクションで業務を行うことで、ホテ

ルで働く厳しさや喜びを体験し、前向きで正しい

職業観を醸成するとともに、礼儀や言葉遣いなど

社会人として基本的な能力の必要性を学ぶ。ホテ

ルでの４週間必修制となり、①ホスピタリティマ

インドの修得②会社組織の把握③専門知識・技能

の修得を目指した研修内容とする。 

ホテルグランヴィア大阪、スイス

ホテル南海大阪、ホテル近鉄ユニ

バーサル・シティ、セント レジス 

ホテル 大阪、京都ブライトンホテ

ル、グランドプリンスホテル京都、

ホテルモントレ京都、びわ湖大津

プリンスホテル、松山全日空ホテ

ル、ホテル日航高知旭ロイヤル、

ザ・リッツ・カールトン東京、パ

ークハイアット東京 

サービスマナー演習

Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとともに、ブライダル

サービスにふさわしいコミュニケーションスキル

を深めていきます。サービスマナー演習Ⅰで学ん

だ基本知識を活用し、質の高いサービスを提供す

るために、サービス接遇検定２級の内容へと進め

ていきます。お客さまサービスの具体例を通して、

何をすればお客さまに満足していただけるのかを

考え、ライブラリー利用やグループワークなどを

通してコミュニケーション力の向上を目指し、実

践力と応用力を習得していきます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケーションの必要性を

踏まえ、人前で自信を持って自分の意見を伝える

プレゼンテーション能力を養います。伝え方のノ

ウハウを踏まえたうえで「知る」「考える」「行

動する」力を身に付け、旅行・ホテル・ブライダ

ル業界で基本となる「対話力」「傾聴力」を養い

ます。また、どのような状況にも対応できる柔軟

性を養い、緊張感の中でも自分の考えに自信を持

って伝える表現力を身に付けます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英会話Ⅰ」に引続

き、様々な接客場面をテーマに英会話を学びます。

また、レストランやホテルといった接客場面での

会話だけではなく、海外からのお客様に日本の伝

統や文化を紹介したり、感想を尋ねたり、さらに

広い範囲でのコミュニケーション力を身につける

ことをテーマに授業を行います。外国人講師が「接

客英会話Ⅰ」、「接客英会話Ⅱ」を通して、自信

を持って積極的に英語でのコミュニケーションが

とれるように、楽しく、丁寧に指導していきます。 

株式会社シー・ティー・エス 

ブライダルサービス 

現在ブライダル業界では、キリスト教式や神前式、

レストランウエディングや海外ウエディングなど

様々なスタイルの挙式及び披露宴が行われていま

す。挙式、披露宴を中心とする婚礼商品に関連し

て提供される一連のサービスを「ブライダルサー

株式会社ＯＭエンタープライズ 
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ビス」と位置づけ、お客様の一生に一度というメ

モリアル性が強いブライダルの仕事に携わる者と

しての自覚と責任を持ち、感動や驚きを創出でき

る豊かな人間性とホスピタリティマインドを兼ね

備えた人材となるために、サービス側の視点から

ブライダルビジネスにおける実務のあり方につい

て学習します。 

ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不可欠です。本科目

では、ブライダル企業について研究を行い今後の

就職活動に役立てるとともに、実際にゲストハウ

ス見学・ホテルウエディング見学へ行き研究を深

めます。また、人事担当者を招聘したセミナーに

より、企業がどのような人材を求めているか、自

分がこれから何をすれば良いかについて理解し、

就職活動に活かします。ブライダル企業を知るこ

とに強くなり、就職活動で自ら企業を研究してい

く力を身につけます。 

ウェスティン都ホテル京都、株式

会社テイクアンドギヴ・ニーズ、

バリューマネジメント株式会社、

株式会社ブラス、株式会社トリー

ト、神戸メリケンパークオリエン

タルホテル、ＫＯＴＯＷＡ京都八

坂、ホテルモントレ京都 

ブライダル 

コスチューム 

人生の中で最も輝く時間である結婚式。その晴れ

の日にお召しになる運命の一着のためにコスチュ

ームの個々の要素を理解し、ドレスだけではなく

和装、そしてアクセサリー・ウエディングベール・

パンプス・ブライダルインナーまでトータルな専

門知識を身につけ、ブライダルスタイリストのプ

ロフェッショナルとして、お客様への提案力も身

につきます。 

株式会社熊谷次 

就職試験面接対策 

本番の就職試験を想定した実戦力を養い、就職戦

線に勝ち残るための就職プレゼンテーション能力

の向上を図っていきます。接客業を目指すみなさ

んにとっては、採用試験における面接の比重が大

きく、面接における表現力を高めるトレーニング

は欠かせません。この授業では、本番を想定した

集団面接・個人面接を実施することにより、面接

表現力を高めていくことを中心に、文章表現力に

ついても実戦力を身につけ、総合的に就職プレゼ

ンテーション能力を向上させます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

コスチュームコーデ

ィネート 

新郎・新婦を最高に輝かせるブライダルスタッフ

としての責任と喜びを学びます。お二人のご希望

以上のスタイルの実現に向け、また御家族様のお

喜びをより深いものにするためにもコーディネー

ト力は勿論のこと、社会人としても信頼されるバ

ランス感覚の優れたブライダルスタッフが必要と

されています。コスチュームの基礎知識を踏まえ

実践学習を通し、実社会で即戦力となるスキルを

学びます。 

ブライダルポート 

ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事は、結婚式の一番

の主役『花嫁』をいかに綺麗に見せる事が出来る

かが求められます。業界専門性と接客術、コーデ

ィネートのセンスを学ぶとともに、「最高に綺麗

な自分で臨みたい！」そんな花嫁たちの願いをか

なえるために、ブライダルスタイリストが、その

TAKUMI JUN Make-up Salon 
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ほかのスタイリスト（美容師）との架け橋となる

ようにします。本科目では、『ヘアメイク、ネイ

ル、エステ』のブライダルビューティをトータル

にとらえ、最新事情を知り、より良いアドバイス

が出来るようにします。 

テーブルマナー 

演習 

食することは生命維持の上で必要不可欠なもので

すが、人間にとってはさらにコミュニケーション

の手段として重要な位置を占めることは周知の事

実として認めざるを得ません。本講座では食べ方

以前のコミュニケーションとしての食の空間を捉

えた上で、食を媒介したスムーズな人間関係を築

く為のテーブルマナーを大枠から導入し、細部に

行き渡る配置ができる様に導いていきます。ナイ

フとフォークの洋食の文化だけでなく、箸・手食

の文化も知り得ることが真のテーブルマナーと心

得ることも本講座ではおさえます。 

株式会社自然科学 

和装着付・作法演習 

日本人の美意識を育んできた着物文化、民族衣装

である着物を通じて和の文化を体感します。着物

姿は着こなしと身のこなしによって美しさが表現

され、何気ない立ち居振舞から人柄や女らしさが

感じられるものです。ファションの世界でＴ・Ｐ・

Ｏといえば、時間、場所、行事を意味します。装

いを決定する大切な要素です。和装は行事によっ

て装いの格が変わり昼、夜に関係なく、結婚式、

披露宴という行事のために着物の格を選びます。

着物の着付け、和の立ち居振舞を知ることにより、

特別な日の花嫁、親族の装いの手助け、アドバイ

スができるようになります。 

西陣織工業組合 

ブライダルホスピタ

リティサービス 

ホスピタリティとは、自分を知り、他者を知った

うえで、お互いの違いを認識しつつも認め合う心

持ちです。価値観や考え方の違いを理解し、寄り

添い歩み寄ろうとする気持ちと行動は、ホスピタ

リティを伝えるサービスの基本です。この授業で

は、様々なワークや手話、体得や高齢者施設訪問

などの実践を通してホスピタリティとは何かを深

く考えます。また、相手の要望を引き出し、期待

以上のサービスを実践すべく、より細やかなホス

ピタリティ・サービススキルの向上や、社会に出

てからも応用でき、柔軟かつパーソナルに対応で

きる「人間力」を養います。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ＡＢＣ検定特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様化しています。こ

のような中、様々な事柄に対処しながらお客様に

対して適確なアドバイスができる人材が求められ

るようになりました。そのニーズに応えるべく実

施される検定に合格する為のブライダル業界で求

められる実務知識の習得を目標とします。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ＡＢＣ検定特講Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」「光と

色」「色の表示」「色彩心理」「色彩調和」「フ

ァッション」「インテリア」についての模擬テス

トを行い実力をつけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 
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フラワー 

アレンジメント 

近年ますます多様化するブライダル産業へのニー

ズ。それゆえ結婚式や披露宴というセレモニーを

トータルにプロデュースするブライダルコーディ

ネーターには、高度な専門知識と優れたセンスが

求められています。ブライダルの演出に欠かせな

いフラワーアレンジメントの最先端の知識とテク

ニックを学び、シーンに合わせた花のセレクトや、

個性の表現方法を身につけ現場レベルでの知識を

養います。    

株式会社ヴルーメン 

マナー・プロトコー

ル検定特講 

国や宗教が違っても他社への思いやりを表現する

意識と行動は共通のものがあります。他国や自国

の歴史や文化などの違いを学び、互いの習慣やし

きたりを尊重することがプロトコールの考え方で

あり、日常のマナーから実践できる心得が必要で

す。価値観や習慣の違いを超え、人々がより良い

コミュニケーションを図るために長い時間をかけ

て培ってきた技術や知恵が「マナー」や「プロト

コール」であると言えます。社会人に求められる

マナーとは何かを知り、相手を思いやる気持ちや

心遣いをどのように表現し、行動するのかを理解

し、「マナー・プロトコール検定」の合格を目指し

ます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

 

３．教員の研修等 

（教員の研修等の基本方針） 

教職員のエンプロイアビリティを高めるとともに、学校のエンプロイメンタビリティの向上につなげ、その成果

をクライアントに還元するための研修を実施することを目的とし、集合研修、派遣研修、ＯＪＴ研修、通信教育を

受講する機会を設けており、コンプライアンスマニュアルの「研修規程」に定めている｡ 

集合研修は、対象教職員を一堂に集め、内部又は企業等からの外部講師により、その能力向上のために実施するも

のであり、「育成計画研修」「職務別研修」「リーダー研修」「人権研修」の４つの区分に基づいた研修計画を立て、

教職員一人ひとりの能力の向上が学校全体の力になるよう取り組んでいる。 

派遣研修は、一定期間、国内又は国外の大学等の学術研究機関並びに事業所等に協力を得て教職員を派遣し、技術

又は専門知識の修得及び調査研究・資料の収集等を行わせてその成果を職業教育または学校運営に反映できるよう

取り組んでいる｡ 

４．学校関係者評価 

（学校関係者評価委員会の全委員の名簿） 

   平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属・役   職 

吉浦 正博 びわ湖大津プリンスホテル 宿泊支配人 

島田 克己 株式会社ＪＴＢ西日本 京都支店 営業第三課長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部マネージャー 

柿原 宏幸 キャリエールホテル旅行専門学校同窓会 会長 

内ヶ島 良明 学校法人大和学園 評議員 

  

（学校関係者評価結果の公表方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/greeting/evalution.php 

５．情報提供 

（情報提供の方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 
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授業科目等の概要 

（商業実務専門課程ブライダル学科ブライダルコース）平成２７年度 

分類 

授業科目名 授業科目概要 

配
当
年
次
・
学
期
 

授
 
業
 
時
 
数
 

単
 位
 数
 

授業方法 

必
 
 
修
 

選
択
必
修
 

自
由
選
択
 

講
 
 
義
 

演
 
 
習
 

実
験
・
実
習
・
実
技
 

○     就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前に、将来

目指す職業についての理解を深めます。

夢や憧れだけでなく現状を理解した上

で「なりたい気持ち」「なりたい目標」

を描き、その実現に向けてこれからの学

校生活を積極的に過ごすことが大切で

す。個人ワークやグループワーク、現場

の方の講演等を通じて実感しながら理

解を深め、行動に移していきましょう。

夏のインターンシップに向けて、事前指

導も行います。 

１

前 
30   ○     

○   自己分析 

自己分析とは「自分を理解すること」で

す。この授業を通じて、自分にはどのよ

うな特性があるのか、それをどのような

表現で伝えればよいのか、目指す業界が

求める人材や能力は何かなど、様々な方

法で見つけます。自己や仕事の認識を深

めることは就職活動において自信を持

ってアピールすることにつながります。

また、授業内で作成した「自分手帳」を

活用し、今後の学生生活における目標と

それを実現させるためのプロセスを計

画し、具体的な行動計画を見つけます。 

１

前 
30  ○   

○     
今すぐ役立つ

文章表現演習 

文章を作成するうえで必要かつ基礎的

な知識と、読み手を意識して書く姿勢を

身につけることを目指します。また、授

業内の「読書時間」な基礎的な知識と、

つねに読み手を意識して書く姿勢を身

につけることを目指します。この授業で

は日本語文章の基本的なルールを学び、

それを生かして実際に書いてみる活動

に加え、読み手の視点からよりよい文章

について考える活動も行います。文章を

分析したり作成したりする活動をとお

して、様々なタイプの文章を自分の力で

作成できる能力を養います。 

１

前 
30     ○   
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○   正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を理解

し、早い段階から社会人として通用する

敬語の基本を身につけます。自己紹介や

お客様への話し方のロールプレイング

を通して、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖昧な言

葉などをチェックします。あらゆる年

代、立場の方と、自信をもってコミュニ

ケーションを図ることのできる信頼関

係の構築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやすさ、柔

らかさの表現ができることを学び、ブラ

イダル業界で求められる安心感のある

対応力を身につけます。 

１

前 
15  ○   

○     
就職試験筆記

対策Ⅰ 

企業の採用試験を受ける場合、面接の前

に一般常識テストやＳＰＩのテストが

課されることが多くなっています。これ

らの筆記試験に合格しなければ、面接を

してもらうことはできませんので、筆記

試験の対策を怠ると、就職活動はいばら

の道になってしまいます。この授業で

は、社会人として最低限身につけておき

たい一般常識を中心に学習します。特に

よく試験に出るジャンル（政治・経済、

国際、社会、地理・歴史、文化・スポー

ツ、国語、英語、理科、数学）において

多くの問題を解いて、筆記試験に自信を

つけます。 

１

後 
30   ○     

○     就職対策Ⅱ 

就職活動のプロセスやポイントを理解

し、採用試験突破に必要とされるプレゼ

ンテーション能力（文章表現力・面接表

現力）を身に付けていきます。様々な面

接官による面接練習によって多くの刺

激を得て気付きや発見をし、就職活動を

進めていく力・突破していく力を身に付

けます。 

１

後 
30   ○     

○     京都文化解説 

サービス業に携わる人にとって幅広い

教養と一般常識を身につけておくこと

は、必須条件ともいえます。豊かな文化

資源や街のたたずまいの中で、「京都で

学ぶ」意味を考え教養を身につけられる

よう指導いたします。また京都人の生活

の中に身近な伝統文化として伝わる京

の祭り 三大祭りをはじめ様々な祭り 、

能、狂言、歌舞伎など京で始まった日本

の伝統芸能に実際に触れることで遠来

のお客様を心からもてなす京都人の感

性を身につけることをねらいとします。 

２

前 
30   ○     

○     
就職試験筆記

対策Ⅱ 

企業の採用試験を受ける場合、面接の前

に一般常識テストやＳＰＩのテストが

２

前 
30   ○     
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課されることが多くなっています。これ

らの筆記試験に合格しなければ、面接を

してもらうことはできませんので、筆記

試験の対策を怠ると、就職活動はいばら

の道になってしまいます。１年でも一般

常識の基礎的な知識を学びましたが、こ

の授業では、特によく試験に出るジャン

ル（政治・経済、国際、社会、地理・歴

史、文化・スポーツ、国語、英語、理科、

数学）において、さらに多くの問題を解

き、試験に対する自信をより一層強化し

ます。 

○    
就職試験面接

対策 

本番の就職試験を想定した実戦力を養

い、就職戦線に勝ち残るための就職プレ

ゼンテーション能力の向上を図ってい

きます。接客業を目指すみなさんにとっ

ては、採用試験における面接の比重が大

きく、面接における表現力を高めるトレ

ーニングは欠かせません。この授業で

は、本番を想定した集団面接・個人面接

を実施することにより、面接表現力を高

めていくことを中心に、文章表現力につ

いても実戦力を身につけ、総合的に就職

プレゼンテーション能力を向上させま

す。 

２

前 
30   ○     

○     

ブライダルホ

スピタリティ

サービス 

ホスピタリティとは、自分を知り、他者

を知ったうえで、お互いの違いを認識し

つつも認め合う心持ちです。価値観や考

え方の違いを理解し、寄り添い歩み寄ろ

うとする気持ちと行動は、ホスピタリテ

ィを伝えるサービスの基本です。この授

業では、様々なワークや手話、体得や高

齢者施設訪問などの実践を通してホス

ピタリティとは何かを深く考えます。ま

た、相手の要望を引き出し、期待以上の

サービスを実践すべく、より細やかなホ

スピタリティ・サービススキルの向上

や、社会に出てからも応用でき、柔軟か

つパーソナルに対応できる「人間力」を

養います。 

２

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

業界研究 

ひとくちにブライダル業界といっても、

その職種・仕事内容はさまざまです。ウ

エディングプランナー、ドレススタイリ

スト、ブライダルアテンダー、ホテルや

式場・レストランで働く婚礼スタッフと

多岐にわたります。本講座は躍進目覚し

いウエディングプロデュース会社や、人

気ホテル、そして好調に業績を推移させ

ているブライダル関連企業について、業

界研究を行い今後の就職活動に役立て

１

前 
30   ○     
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ることを目的とします。また、ゲストハ

ウスの見学を通して具体的な仕事のイ

メージをつかみます。 

○     
ブライダル 

総論 

結婚は人のライフサイクルにおいて、重

大な出来事のひとつに位置づけられて

います。近年、少子化・非婚化・晩婚化

などの伸展により、婚姻数は減少傾向に

あるものの、結婚観や価値観の多様化、

個性化などに伴い、結婚をとりまくビジ

ネスは盛んな傾向にあります。本科目で

はビジネスとしてのブライダルの概略

を把握し、最終的にはブライダル産業で

働くための基本知識を理解します。授業

を通し、将来自分たちがどのような分野

で活躍したいのかを見つけ出すことが

出来ます。 

１

前 
30   ○     

○     ホテル概論 

ホスピタリティ産業において、その中心

にあるホテルでは様々なスタッフが働

き、日々お客様の満足が得られるようサ

ービスにあたっています。プロのホテル

マンとしてお客様にホスピタリティ溢

れるサービスを提供するために、ホテル

ではどんな組織が組まれ、それぞれがど

んな役割を担っているかをセクション

ごとにわけ、業務内容を把握し、最終的

にはホテル全体の概要を理解します。ブ

ライダル業界をめざす自分が、ホスピタ

リティの集合体といわれるホテルサー

ビスを学習することによって、将来ブラ

イダル業界でどのように活躍したいの

か授業を通して見つけ出します。 

１

前 
30   ○     

○     
ホテル業界 

研究 

本科目はホテル業界を目指す皆さんの

ために、就職対象となる全国各地のホテ

ルを業種別、業態別に分類し、それぞれ

のホテルの持つ特徴や運営内容などを

学び、２年次に訪れる就職活動に役立て

る事を目的としています。ホテルを就職

対象とする場合、施設の規模だけを見て

判断する方が多く見受けられますが、皆

さん一人一人が本当にホテルに貢献し、

また自分自身も仕事へのやりがいを感

じられるかどうかは、表面的な部分だけ

見たのでは理解できません。より深くそ

のホテルを知ることが重要です。 

１

前 
30   ○     

○    
レストラン 

サービス演習 

この授業ではホテル実習室において、レ

ストランサービスに必要な知識や技術

を身につけます。まずは自分自身の身だ

しなみから整えることから始まり、レス

トラン関連備品の名称・用途を理解、ホ

ールの準備、テーブルセッティングと進

１

前 
30     ○   
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めていきます。また、学外授業としてホ

テルレストランを利用し、レストランの

雰囲気と共にサービススタッフの動き

を体感することで、今後の実習授業に活

かしていきます。そして、最終的に実際

のお客様の来店を想定し、お迎えの仕

方、着席の補助からオーダーテイクの方

法、料理の出し方、下げ方など、レスト

ランサービスに必要な基本動作を繰り

返し行い、夏季インターンシップ研修で

の対応力を身につけます。 

○     婚礼調理実習 

フランス・日本料理におけるメニュー構

成及び、基本食材の名称ならびに特徴、

調理器具の名称や基本的な取扱を学び、

ブライダルメニューについての理解を

深めます。さらに、デモンストレーショ

ンを聴講することにより調理工程を理

解し、調理実習を通して調理工程の理解

を深めながら料理を作成し、テーブルセ

ッティングを施しての試食を行うこと

により、安全で清潔な食材の取扱から調

理作業、サービスまでの基本的な流れを

学習します。 

１

前 
30       ○ 

○     ＨＲＳ特講Ⅰ 

本講では、サービス接遇において唯一の

国家技能検定試験である、社団法人 日

本ホテル・レストランサービス技能協会

主催の「料飲サービス技能士」３級の合

格を目指す対策授業です。単に対策授業

としてではなく、お客様と接する接遇話

法や立ち居振る舞い、ワインやビバレッ

ジの知識やサービス方法、調理方法や、

レストランでの準備、点検、外客をもて

なす為の国際儀礼など、将来必ず役立つ

であろう幅広い知識を学習する講座で

もあります。サービス技能検定は問題を

暗記しても合格しません。如何に内容を

理解し自分のものとなるように学習す

ることが合格への近道となるのです。 

１

後 
30   ○     

○     
カラーコーデ

ィネート 

色は、私達の生活の様々なところに使わ

れています。衣・食・住のどの分野でも

色彩が大きく影響します。ホテルやブラ

イダルにおいても色彩の演出効果は注

目をあび、テーブル、衣裳、ブーケ、ラ

イティングなどトータルなカラーコー

ディネートがもとめられています。感覚

的な色の捉え方だけではなく、体系論的

に色を分類し、色彩に関する基礎や色彩

の心理を学びます。また演習をとおし

て、楽しみながら色彩感覚や感性を磨

き、配色調和を習得します。文部科学省

１

後 
30   ○     



- 14 - 

後援色彩能力検定３級の内容に即し、検

定のための基礎を固めます。パーソナル

カラー分析（似合う色）の手法も体験し、

布を使って色の効果を習得します。 

○     
ブライダル 

サービス 

現在のブライダル業界の発展は目覚ま

しく、キリスト教式や神前式、海外ウエ

ディングやレストランウエディングな

ど今日様々な婚礼スタイルによる挙式

及び披露宴が行われています。挙式及び

披露宴を中心とする婚礼商品に関連し

て提供される一連のサービスを「ブライ

ダルサービス」と位置づけ、ブライダル

というお客様の生涯一度の良き日に携

わり、ハレの場を預かるものとしてお客

様に感動を与えることができるサービ

スが出来るよう、サービス側の視点から

ブライダルの現場における実務のあり

方について学びます。 

１

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不可欠で

す。本科目では、ブライダル企業につい

て研究を行い今後の就職活動に役立て

るとともに、実施にゲストハウス見学・

ホテルウエディング見学へ行き研究を

深めます。 また、人事担当者を招聘し

たセミナーにより、企業がどのような人

材を求めているか、自分がこれから何を

すれば良いかについて理解し、就職活動

に活かします。ブライダル企業を知るこ

とに強くなり、就職活動で自ら企業を研

究していく力を身につけます。 

１

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

コスチューム 

人生の中で最も輝く時間である結婚式。

その晴れの日にお召しになる運命の一

着のためにコスチュームの個々の要素

を理解し、ドレスだけではなく和装、そ

してアクセサリー・ウエディングベー

ル・パンプス・ブライダルインナーまで

トータルな専門知識を身につけ、ブライ

ダルスタイリストのプロフェッショナ

ルとして、お客様への提案力も身につき

ます。 

１

後 
30     ○   

○     

レストラン 

ウエディング

サービス演習 

本科目では、レストランサービス、レス

トランウエディングサービスにおいて

必要な知識や技術を身につけます。前期

レストランサービス演習にて身だしな

みを整えることから始まり、レストラン

関連備品の名称、用途の理解、テーブル

セッティング等、レストランサービスの

基本を実習しました。後期本科目では、

西洋料理の基本を学習した上で、レスト

ランサービス知識と技術を向上させ、さ

１

後 
30     ○   
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らにレストランウエディングサービス

における料理提供方法、お客様への声掛

け、ウエディングにおける配慮などを、

実際にフルコースサービスシミュレー

ションを通して身につけ、２年次のウエ

ディングパーティー演習につなげます。 

○     

インターンシ

ップⅠ（ホテル

基礎実習） 

おもてなしの最高峰であるホテルでの

業務や、ブライダル分野での業務を通し

て、将来目指すべきホスピタリティ業界

で働く厳しさと働く喜びを学び、また、

どのような仕事も他との協力が必要で

あることを体験することで、協調性を養

う。ホテルでの４週間必修制となり、①

ホスピタリティマインドの修得②会社

組織の把握③専門知識・技能の修得を目

指した研修内容とする。 

１

後 
160       ○ 

○   

コスチューム

コーディネー

ト 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳スタイ

リストとしての責任と喜びを学びます。

お二人のご希望以上のスタイルの実現

に向け、また御家族様のお喜びをより深

いものにするためにもコーディネート

力は勿論のこと、社会人としても信頼さ

れるバランス感覚の優れた衣裳スタイ

リストが必要とされています。コスチュ

ームの基礎知識を踏まえ実践学習を通

し、実社会で即戦力となるスキルを学び

ます。 

２

前 
30   ○  

○     ＨＲＳ特講Ⅱ 

本講では、サービス接遇において唯一の

国家技能検定試験である社団法人 日

本ホテル・レストランサービス技能協会

主催の「料飲サービス技能士」３級の合

格を目指し学習します。２年次では主に

料飲接遇サービスを学習します。また、

後半では過去 10年間の学科試験問題を

行いますが、暗記ではなくより一層の理

解をするために取り組み、確実に把握を

するように学習を行います。この技能審

査試験に合格するということは、レスト

ランなどで働くための高い知識と接遇

技能が備わっていると公証するもので

あり、社会的・経済的地位の向上に資す

る国家試験といえるでしょう。 

２

前 
30   ○     

○     ＨＲＳ特講Ⅲ 

本講は、サービス接遇において唯一の国

家技能検定試験である社団法人 日本

ホテル・レストランサービス技能協会主

催の「料飲サービス技能士」３級の合格

を目指し学習します。この特講Ⅲの講座

は、単に過去問題の暗記ではなく、学科

試験の夏季集中講座としてより一層理

解力を高めるために取り組み、確実に内

２

前 
30   ○     
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容の把握をするように学習を行います。

この技能審査試験に合格するというこ

とは、レストランなどで働くための高い

知識と接遇技能が備わっていると公証

するものであり、社会的・経済的地位の

向上に資する国家試験といえるでしょ

う。 

○     
色彩検定特講

Ⅰ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」

「光と色」「色の表示」「色彩心理」「色

彩調和」「ファッション」「インテリア」

について学ぶ。 

２

前 
30   ○     

○     
色彩検定特講

Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」

「光と色」「色の表示」「色彩心理」「色

彩調和」「ファッション」「インテリア」

についての模擬テストを行い実力をつ

けます。 

２

前 
15   ○     

○     
ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事は、結婚

式の一番の主役『花嫁』をいかに綺麗に

見せる事が出来るかが求められます。業

界専門性と接客術、コーディネートのセ

ンスを学ぶとともに、「最高に綺麗な自

分で臨みたい！」そんな花嫁たちの願い

をかなえるために、ブライダルスタイリ

ストが、そのほかのスタイリスト（美容

師）との架け橋となるようにします。本

科目では、『ヘアメイク、ネイル、エス

テ』のブライダルビューティをトータル

にとらえ、最新事情を知り、より良いア

ドバイスが出来るようにします。 

２

前 
30   ○     

○     
ブライダルマ

ーケティング 

現在ブライダル業界は少子高齢化、晩婚

化、結婚観の変化により、新たなブライ

ダルマーケティングの創造と展開が必

要である。人生の一大ライフイベントで

あるブライダルにおいて、お客様に満足

を提供するためのプランや商品を企

画・提案・販売するマーケティング業務

では、多様なスキルと人間的魅力が要求

される。今後さらに様々な変化が予想さ

れる中、ブライダル業界に属する各企業

がどのように受け止め、対処するかが今

後のブライダルマーケティングの優劣

を決定する大きなポイントとなる。本科

目ではブライダルにおいて、重要な役割

を担うマーケティング活動について体

系的に学習します。 

２

前 
30   ○     

○     

ウエディング

パーティ演習

Ⅰ 

「華燭の盛典」「人生最大のイベント」

と形容されるブライダルは人生の過程

において最も華やかで、豪華なライフイ

ベントのひとつになります。本科目は最

も華やかな儀式であるウエディングパ

２

前 
30     ○   
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ーティに特化し、現場での即戦力となり

うるスペシャリストを輩出するため、ウ

エディングパーティの迎賓から送賓ま

でを再現、ウエディングパーティサービ

スをシミュレーション形式で習得いた

します。 

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様化して

います。このような中、様々な事柄に対

処しながらお客様に対して適確なアド

バイスができる人材が求められるよう

になりました。そのニーズに応えるべく

実施される検定に合格する為のブライ

ダル業界で求められる実務知識の習得

を目標とします。 

２

後 
30   ○     

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅱ 

婚礼の形態は時代とともに多様化して

います。このような中、様々な事柄に対

処しながらお客様に対して適確なアド

バイスができる人材が求められるよう

になりました。そのニーズに応えるべく

実施される検定に合格する為のブライ

ダル業界で求められる実務知識の習得

を目標とします。 

２

後 
30   ○   

○     

ウエディング

パーティ演習

Ⅱ 

 「華燭の盛典」「人生最大のイベント」

と形容されるブライダルは人生の過程

において最も華やかで、重大なライフイ

ベントのひとつです。本科目では最も華

やかな儀式であるウエディングパーテ

ィに特化し、現場での即戦力となりうる

スペシャリストを輩出するため、ウエデ

ィングパーティの迎賓から送賓までを

再現、ウエディングパーティ演習Ⅱでは

実際の料理を使用し、ウエディングパー

ティサービスをシミュレーション形式

で習得いたします。宴会サービスはお客

様の夢や希望を実際に形にする重要な

ポジションです。またサービス同士の連

携、チームワーク、コミュニケーション

の重要性を学習します。 

２

後 
30     ○   

○     
ブライダル 

セールス 

ブライダルセールスとはセールス活動

の中でも特に高度なコミュニケーショ

ンスキルと人間性が要求される。一生に

一度というメモリアル性が強いブライ

ダル商品を販売することは大変難しい。

ブライダル業界は少子高齢化、晩婚化な

どの影響でお客様ニーズが多様化して

いる。この現状の中、単にブライダル商

品を販売するだけでなく、お客様の心の

不安を取り除いたり、夢や期待感を現実

のものにするために個々のお客様のニ

ーズに対して的確な提案、助言を行う。

２

後 
30     ○   
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ブライダルセールスはお客様のニーズ

を形にして、いかに満足感を与えること

ができるかを問われる。本科目ではブラ

イダルマーケティングにおいて、重要な

役割を担うブライダルセールスの基礎

を学習します。 

○   
フラワーアレ

ンジメント 

近年ますます多様化するブライダル産

業へのニーズ。それゆえ結婚式や披露宴

というセレモニーをトータルにプロデ

ュースするブライダルコーディネータ

ーには、高度な専門知識と優れたセンス

が求められています。ブライダルの演出

に欠かせないフラワーアレンジメント

の最先端の知識とテクニックを学び、シ

ーンに合わせた花のセレクトや、個性の

表現方法を身につけ現場レベルでの知

識を養います。    

２

後 
30   ○  

○     
ブライダル 

プロジェクト 

カップルの結婚式に対するニーズが多

様化していく昨今、オリジナルウエディ

ングは現在のブライダル業界には欠か

せない存在です。本科目では、「ブライ

ダル業界活性化プロジェクト」と題し、

婚礼人口・婚礼件数が上げられるプラン

をクラスで研究を行い、企画します。２

年間学んだ総まとめとして自分たちの

全ての知識を結集し、最終回には事業所

様をお招きし、卒業研究発表会をゲスト

ハウスにて実施します。 

２

後 
86     ○   

○     
サービス 

マナー演習Ⅰ 

社会人に必要なビジネスの基本知識と

スキルを総合的に習得していきます。組

織のなかで行われる仕事の内容を理解

したうえで、社会人としての心構えと、

人とのコミュニケーションにおける基

本マナーを学びます。さらに、サービス

接遇検定３級合格を目標に、ブライダル

業界をはじめ接客業において人による

サービスが大きなウエイトを占めるこ

とを理解し、心からのおもてなしの気持

ちで接するために、言葉と態度で表現す

ることができるよう身につけていきま

す。 

１

前 
30     ○   

○     

ディベート・デ

ィスカッショ

ン対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーションを

図る積極性を養います。自ら話しかけ、

興味を持って「相手を知る」ことや、「自

分の考えを伝える」演習を重ね、対話力

を養います。さらに、演習を通じてチー

ムワークの大切さや自ら考え動く主体

性を養います。ボイスゲームやコミュニ

ケーショントレーニングを実施するこ

とで緊張感を和らげ、人前で発言をする

１

前 
15     ○   
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ことが楽しくなる実践力の向上を目指

します。 

○     
パーソナル 

グレイス 

ホスピタリティビジネスにおいて最も

大切な「ホスピタリティマインド」は、

形として表現されてはじめて相手に伝

わります。21世紀は個性の時代です。一

人一人の持てる秘めた魅力を引き出し、

それを表現できるよう様々な角度から

指導いたします。また全ての動作の基本

である正しい姿勢を反復することで身

体の歪みを矯正し、健康的で美しい動作

を身につけると同時に、「グレイス」の

持つ本来の意味「優雅さ・気品」と「自

分らしさ」を兼ね備え内面と外面とのバ

ランスの取れた豊かな「Ladies & 

Gentlemen（紳士淑女）」を目指します。 

１

前 
30     ○   

○     

ブライダル業

のための 

ＩＣＴ基礎 

 「ＩＣＴ」とは Information & 

Communication Technology（情報通信技

術）のこと、この科目ではブライダル業

界で求められる情報活用能力を身につ

けます。まずは情報ライブラリー（図書

館）で図書や雑誌、新聞、統計資料など

の活用方法を学びます。また、個人情報

や著作権などの知的財産についての知

識を習得します。 そしてパソコンを使

って、インターネットの活用方法やセキ

ュリティ、情報モラルとともに、

Word2010を用いた文書作成やExcel2010

での表操作を、「プレゼンテーション演

習」「ブライダルプレゼンテーション」

での資料作成につなげていきます。 

１

前 
30     ○   

○     
サービス 

マナー演習Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとともに、ブ

ライダルサービスにふさわしいコミュ

ニケーションスキルを深めていきます。

サービスマナー演習Ⅰで学んだ基本知

識を活用し、質の高いサービスを提供す

るために、サービス接遇検定２級の内容

へと進めていきます。お客さまサービス

の具体例を通して、何をすればお客さま

に満足していただけるのかを考え、グル

ープワークなどを通してコミュニケー

ション力の向上を目指し、実践力と応用

力を習得していきます。 

１

後 
30     ○   

○     

ディベート・デ

ィスカッショ

ン対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケーション

の必要性を踏まえ、人前で自信を持って

自分の意見を伝えるプレゼンテーショ

ン能力を養います。伝え方のノウハウを

踏まえたうえで「知る」「考える」「行動

する」力を身に付け、旅行・ホテル・ブ

１

後 
30     ○   



- 20 - 

ライダル業界で基本となる「対話力」「傾

聴力」を養います。また、どのような状

況にも対応できる柔軟性を養い、緊張感

の中でも自分の考えに自信を持って伝

える表現力を身に付けます。 

○     

ブライダル業

のための 

ＩＣＴ応用 

ブライダル業で求められるICT活用能力

をさらに身につけるために、この授業で

は文書作成、表計算の実習を行います。

まず「Word2010」を用い視覚に訴えかけ

るグラフィカルな文書の作成や、より高

度なビジネス文書の作成をします。次に

「Excel2010」を使いブライダル業界で

必要とされるビジネス文書の作成やデ

ータベースを含むビジネスフォームを

作成します。また、就職サイトの活用方

法やビジネスでのメール作法など、就職

活動に必要な ICT活用方法も紹介しま

す。 

１

後 
30     ○   

○     
プレゼンテー

ション演習 

ブライダル業界でも、表現・企画・発表

能力は重要視されます。本講座では、ス

ピーチやプレゼンテーションソフト

「PowerPoint2010」での発表を行い、「人

前に立って話すことに慣れる」ことから

「より良い企画や表現を行う」ことを目

標とします。本講座では、３分間スピー

チで話す訓練を繰り返し、デジタルプレ

ゼンテーションの技術も身につけます。 

なお、ブライダルプロジェクトⅡ（卒業

研究発表会）に向けて、発表会のプラン

をグループにて企画します。 

２

前 
58     ○   

○     接客英会話Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといった接客

の場面で、ますます必要になってきてい

る英語でのコミュニケーション。毎回の

授業では、海外からのお客様を迎える

様々な場面を中心に、接客する側と接客

される側の両方の会話を学びます。ま

た、ロールプレイを通して実際の場面を

想定しながら繰り返し発話練習を行い、

接客英会話を身につけていきます。外国

人講師の生きた英語に触れながら異文

化理解を深め、楽しく英語でのコミュニ

ケーションをとれるようになりましょ

う。 

１

前 
30   ○     

○     接客英会話Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英会話Ⅰ」

に引続き、様々な接客場面をテーマに英

会話を学びます。また、レストランやホ

テルといった接客場面での会話だけで

はなく、海外からのお客様に日本の伝統

や文化を紹介したり、感想を尋ねたり、

さらに広い範囲でのコミュニケーショ

１

後 
30   ○     
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ン力を身につけることをテーマに授業

を行います。外国人講師が「接客英会話

Ⅰ」、「接客英会話Ⅱ」を通して、自信を

持って積極的に英語でのコミュニケー

ションがとれるように、楽しく、丁寧に

指導していきます。 

  ○   
ブライダルＭ

Ｃ演習 

ブライダルＭＣに必要な基本知識と技

術の習得に重点をおいた授業。結婚式を

行うカップルにとって、披露宴や挙式の

内容とその進行を担う司会者の存在は

かなり重要視されるため、ブライダルに

関わる者には、司会者の役割を十分に認

識する必要があります。ブライダルＭＣ

演習では、知識だけでなく、実際にＭＣ

が学ぶスキルを実習で体験しながら、Ｍ

Ｃについて学びます。また、実習を繰り

返し行う中で、正しい敬語の使い方や人

前での話し方が身につきます。 

１

後 
30     ○   

○     
リゾート 

ウエディング 

現在ブライダル業界は晩婚化、離婚・再

婚率の上昇など様々な影響を受け、従来

の結婚観に変化が現れている。お役様の

多様な価値観に応えるために、新しい提

案力や創造力、発想力が求められてい

る。近年国内に留まらず、海外で挙式・

披露宴を挙げる層が増加しており、今後

も海外ウエディングマーケットは拡大

が予測されている。海外ウエディングは

美しいロケーションが最大の魅力だが、

家族への感謝や繋がりを重要視する傾

向も見られる。本科目では国内外のリゾ

ートウエディングに焦点を当て、挙式の

基本知識、それぞれのロケーションの魅

力や特徴、旅行のプランニング、費用な

ど、リゾートウエディングに必要な知識

を学習します。 

１

後 
30   ○    

  ○   
ウエディング

セレモニー 

結婚式は多種多様であり、時代の流れに

より変遷し現在の多様化に至っていま

す。この科目では、現状のウエディング

事情を把握し、基礎知識をふまえた上で

多様化するウエディングについての実

践力を養います。 

２

前 
30     ○   

  ○   
テーブルマナ

ー演習 

食することは生命維持の上で必要不可

欠なものですが、人間にとってはさらに

コミュニケーションの手段として重要

な位置を占めることは周知の事実とし

て認めざるを得ません。本講座では食べ

方以前のコミュニケーションとしての

食の空間を捉えた上で、食を媒介したス

ムーズな人間関係を築く為のテーブル

マナーを大枠から導入し、細部に行き渡

２

前 
30     ○   
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る配置ができる様に導いていきます。ナ

イフとフォークの洋食の文化だけでな

く、箸・手食の文化も知り得ることが真

のテーブルマナーと心得ることも本講

座ではおさえます。 

  ○   
バンケットサ

ービス演習 

 ブライダル産業では会場の稼働を最

大限にするため、婚礼宴会のみではな

く、一般宴会や二次会、またケータリン

グサービスなど幅広いサービスを行い

収益の確保を行うことが経営上非常に

重視されています。本講座では披露宴宴

会以外の一般宴会を主とし、その運営、

企画、サービス、演出方法などの演習形

式で学習します。 

２

前 
30     ○   

  ○   
和装着付・作法

演習 

日本人の美意識を育んできた着物文化、

民族衣装である着物を通じて和の文化

を体感します。着物姿は着こなしと身の

こなしによって美しさが表現され、何気

ない立ち居振舞から人柄や女らしさが

感じられるものです。ファションの世界

でＴ・Ｐ・Ｏといえば、時間、場所、行

事を意味します。装いを決定する大切な

要素です。和装は行事によって装いの格

が変わり昼、夜に関係なく、結婚式、披

露宴という行事のために着物の格を選

びます。着物の着付け、和の立ち居振舞

を知ることにより、特別な日の花嫁、親

族の装いの手助け、アドバイスができる

ようになります。 

２

前 
305     ○   

  ○   

インターンシ

ップⅡ（ホテル

応用実習） 

ホテルの各セクションで業務を行うこ

とで、ホテルで働く厳しさや喜びを体験

し、前向きで正しい職業観を醸成すると

ともに、礼儀や言葉遣いなど社会人とし

て基本的な能力の必要性を学ぶととも

に、現場で必要とされる応用力を身につ

ける。ホテルでの４週間希望制となり、

①ホスピタリティマインドの修得②会

社組織の把握③専門知識・技能の修得を

目指した研修内容とする。 

２

前 
160       ○ 

  ○   

マナー・プロト

コール検定特

講 

国や宗教が違っても他社への思いやり

を表現する意識と行動は共通のものが

あります。他国や自国の歴史や文化など

の違いを学び、互いの習慣やしきたりを

尊重することがプロトコールの考え方

であり、日常のマナーから実践できる心

得が必要です。価値観や習慣の違いを超

え、人々がより良いコミュニケーション

を図るために長い時間をかけて培って

きた技術や知恵が「マナー」や「プロト

コール」であると言えます。社会人に求

２

後 
30   ○     
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められるマナーとは何かを知り、相手を

思いやる気持ちや心遣いをどのように

表現し、行動するのかを理解し、「マナ

ー・プロトコール検定」の合格を目指し

ます。 

  ○   婚礼予約実務 

ホテルにおける婚礼（宴会）部門は、ホ

テル収益の大きな割合を占めており、経

営を支える重要な部門です。婚礼（宴会）

予約は宴会場をいかに効率よく回転さ

せ、適正な営業成果を見込んだ上で、予

約コントロールをすることが重要な業

務となる。一生に一度の結婚披露宴の予

約受注から当日まで細部にわたる段取

りを行い、また婚礼のみならず各種一般

宴会では、多種多様な催しの予約受注・

打合せ、イベント開催における管理業務

他、あらゆる知識を有していなければな

らない重要セクションである。本科目で

は婚礼（宴会）予約業務において実際の

ケースを想定し、ロールプレイング、デ

ィスカッション形式で習得いたします。 

２

後 
30     ○   

  ○   
ブライダルア

テンダー演習 

アテンダーの語源「attend」には、「共

に歩む、付添う、お世話をする」などの

意味があります。ブライダルアテンダー

とは婚礼当日、新郎新婦はもちろんのこ

と招待されたゲスト全員が安心して満

足いただくために動くスタッフとして

幅広くとらえる必要があります。また、

お客様との信頼関係を築く為にも接客

マナー等も勉強します。そして新郎新婦

を精神面でサポートすることもブライ

ダルアテンダーの大きな役割です。この

授業では、婚礼当日の流れに沿ったアテ

ンド業務の理解を深め、お客様と共に歩

む目線を大切にしたホスピタリティあ

ふれるブライダルアテンダーを目指し

ます。 

２

後 
30     ○   

合計 57科目 1849単位時間（   単位）
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（別紙様式４） 

 

職業実践専門課程の基本情報について 
 

学  校  名 設置認可年月日 校 長 名 所   在   地 

学校法人大和学園 
キャリエール 

ホテル旅行専門学校 
平成2年6月11日 楠井 秀和 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 
     （電話）075-241-0191 

設 置 者 名 設立認可年月日 代 表 者 名 所   在   地 

学校法人大和学園 昭和29年5月28日 
理事長 
田中 誠二 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 

（電話）075-241-0191 

目 
的 

人間的な能力を高めるための学園共通の教育的視点 
１．真理を愛し、創造性を豊かにする 
２．義務と責任を果たし、社会性を養う 
３．清潔を尊び、礼節をわきまえた人格形成に努める 
４．異なりを認め合い、相互に敬愛する 
５．人に奉仕し、人をもてなし、人を幸せにする 

課 程 名 学 科 名 
修業年限 

（昼、夜別） 

全課程の修了に

必要な総授業時

数又は総単位数 

専門士の付与 高度専門士の付与 

商業実務 

専門課程 

ブライダル学科 

ブライダル 

スタイリスト 

コース 

２年 

ブライダルスタイ

リストコース 

１８７９単位時間 

（又は単位） 

平成２２年 

文部科学大臣 

告示 

第１５２号 

 

教育課程 

講義 演習 実験 実習 実技 

ブライダルスタイ

リストコース 

９００単位時間 

（又は単位） 

ブライダルスタイ

リストコース 

７８９単位時間 

（又は単位） 

ブライダルスタイ

リストコース 

単位時間 

（又は単位） 

ブライダルスタイ

リストコース 

１９０単位時間 

（又は単位） 

ブライダルスタイ

リストコース 

単位時間 

（又は単位） 

生徒総定員 生徒実員 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１４０人 ２２８人の内数 １３人 ４８人 ６１人 

学期制度 

■前期：４月１日～９月３０日 

 

■後期：１０月１日～３月３１日 

成績評価 

■成績表（有・無） 

■成績評価の基準・方法について 

定期試験等を実施し、出席状況・ 

学習態度などを勘案し、ＡＢＣに 

て評価する。 

長期休み 

■学年始め：４月１日 

■夏  季：７月２１日～８月３１日 

■冬  季：１２月２１日～１月８日 

■春  季：３月２１日～４月８日 

■学 年 末：３月３１日 

卒業・進級条件 

・科目ごとに行われる定期試験に 

100点法とし、60点以上を合格と 

する。 

・各種資格検定取得や課外授業受講ご

とにポイント化されており、２年間で

５ポイント以上取得する。 
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生徒指導 

■クラス担任制（有・無） 

・各クラスごとに担任が付き、各学科 

ごとに事務サポート担当者あり 

 

■長期欠席者への指導等の対応 

・出欠規定をオーバーする前に、個別 

の連絡や面談などを行い、指導する。 

また、状況に応じて保護者へ連絡し、 

家庭においても指導いただく。 

課外活動 

■課外活動の種類 

・京都府専修学校各種学校協会主催 

の体育大会に向けたバレー・卓球 

チームによる課外活動 

■サークル活動（有・無） 

・ただし、年度によっては、非公認 

によるスポーツ系サークル活動が 

ある場合有 

主な就職先 

■主な就職先、業界 

・バリューマネジメント、ベストブライダ

ル、クラウディアコスチュームサービス、

プリモジャパン、オリエンタル京都朱雀

邸、株式会社ヴァンドームヤマダ、ワタベ

ウェディング、太閤園、Wedding Terrac

e、日比谷花壇、テイクアンドギヴ・ニー

ズ、ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ、二条城チャペ

ル セント・アベニールなど関西を中心に

全国各地に就職している。 

 

■就職率 １００ ％ 

■卒業者に占める就職者の割合 

     ９２．３％ 

主な資格・検定 

・レストランサービス技能検定 

・アシスタント・ブライダル・コーデ

ィネーター検定 

・色彩検定 

・マナー・プロトコール検定 

・ジュエリーコーディネーター検定 

・フォーマルスペシャリスト検定 

・サービス接遇検定 

中途退学の現状 ■中途退学者 ８名  ■中退率 ３．５％ 

平成２７年４月 １日在学者 ２２８名（平成２７年４月入学者を含む） 

平成２８年３月３１日在学者 ２１９名（平成２８年３月卒業生を含む） 

 

■中途退学の主な理由 

 進路変更・・入学前に興味のあった他分野や入学後始めたアルバイトへの進路変更など 

 学費滞納・・学費工面が難しく、期日通りの納入が出来なくなったため 

 

■中退防止のための取組 

 ・入学後、夏休み明けの担任による個人面談 

 ・週単位での出欠情報を共有化し、タイムリーな指導、サポート 

 ・１年生前期カリキュラムにおいて、業界・企業研究などによる職業観の醸成 

 ・本校独自の奨学金制度と学費延納制度、入学前における詳細な学費説明の徹底 

 

ホームページ URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 
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１．教育課程の編成 

（教育課程の編成における企業等との連携に関する基本方針） 

我が国のホスピタリティ産業の次代を担うホテル、ブライダル及び 旅行の各スペシャリスト養成教育の質的向上

に貢献するため、教育課程編成委員会の委員として産業界、企業等の役職員を選出し、企業等の様々な意見や要請

などを十分に活かしながら、実践的かつ専門的そして、先駆的な職業教育モデルを構築し、中核的専門人材の養成

教育を展開する。また、生徒のインターンシップやアルバイト、就業先への定期的な訪問やセミナー、講座などに

よる招聘時に人事や営業担当の方々に対してヒアリングを行い、各授業科目の開設や内容などの改善・工夫などに

活用する。 

（教育課程編成委員会等の全委員の名簿） 

平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属 

吉備 由佳 関西ブライダルビジネス懇話会 理事 

株式会社神戸ポートピアホテル 営業本部 ブライダル部 部長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部 マネージャー 

楠井 秀和 キャリエールホテル旅行専門学校 校長 

辻 智子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 学科長 

加藤 純子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

田中 栄一郎 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

小倉 希穂 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

鈴木 ゆか キャリエールホテル旅行専門学校 就職部 部長 

畑中 久美子 キャリエールホテル旅行専門学校 広報渉外部 部長 

安原 善則 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 部長 

山西 真弓 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 

 

（開催日時） 

第１回 平成２８年７月１２日（火） １５：２０～１７：００ 

第２回 平成２８年９月上旬予定 

 

２．主な実習・演習等 

（実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針） 

学生が業界や職種について理解し、一人前の職業人となるために、現場経験が豊富でキャリアモデルとして学生

の手本となるような講師を紹介いただける企業と連携を行っている。また、派遣いただいた講師には本校の施設設

備を活用しながら、業界の最先端の動向を指導いただくとともに、担当科目において業界で必要とされる最低限の

知識・技能を身につけたか、学修成果の評価を行っていただける企業を選定している。 

 

科 目 名 科 目 概 要 連 携 企 業 等 

就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前に、将来目指す職

業についての理解を深めます。夢や憧れだけでな

く現状を理解した上で「なりたい気持ち」「なり

たい目標」を描き、その実現に向けてこれからの

学校生活を積極的に過ごすことが大切です。個人

ワークやグループワーク、現場の方の講演等を通

じて実感しながら理解を深め、行動に移していき

ましょう。夏季インターンシップの事前指導も行

います。 

株式会社ノバレーゼ、高見株式会

社、株式会社日比谷花壇、株式会

社プリモ・ジャパン、株式会社

Pacific Diner Service、神戸ポー

トピアホテル 

今すぐ役立つ文章表

現演習 

文章を作成するうえで必要かつ基礎的な知識と、

読み手を意識して書く姿勢を身につけることを目

指します。また、授業内の「読書時間」を通じて

ｆａｃｅ－ｕｐ 
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日本語文章の基本的なルール構成を学び、実際に

書いてみることや、読み手の視点からよりよい文

章について考えるワークを行います。文章を分析

したり作成したりする演習を通して、様々なタイ

プの文章を自分の力で作成できる能力を養いま

す。 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーションを図る積極性

を養います。自ら話しかけ、興味を持って「相手

を知る」ことや、「自分の考えを伝える」演習を

重ね、対話力を養います。さらに、演習を通じて

チームワークの大切さや自ら考え動く主体性を養

います。ボイスゲームやコミュニケーショントレ

ーニングを実施することで緊張感を和らげ、人前

で発言をすることが楽しくなる実践力の向上を目

指します。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといった接客の場面で、

ますます必要になってきている英語でのコミュニ

ケーション。毎回の授業では、海外からのお客様

を迎える様々な場面を中心に、接客する側と接客

される側の両方の会話を学びます。また、ロール

プレイを通して実際の場面を想定しながら繰り返

し発話練習を行い、接客英会話を身につけていき

ます。外国人講師の生きた英語に触れながら異文

化理解を深め、楽しく英語でのコミュニケーショ

ンをとれるようになりましょう。 

株式会社シー・ティー・エス 

正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を理解し、早い段

階から社会人として通用する敬語の基本を身につ

けます。自己紹介やお客様への話し方のロールプ

レイングを通して、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖昧な言葉などを

チェックします。あらゆる年代、立場の方と、自

信をもってコミュニケーションを図ることのでき

る信頼関係の構築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやすさ、柔らかさの

表現ができることを学び、ブライダル業界で求め

られる安心感のある対応力を身につけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

サービスマナー演習

Ⅰ 

キャリエール・クール・スタンダードを基本とし、

社会人としての基礎的なマナーを身につけます。

同時に、ホテル業界に求められるホスピタリティ

マインドやコミュニケーションスキルを高めるた

めの知識や技術を学びます。また知識の習得だけ

でなくなぜそれが必要か、サービスマナーの意義

を理解しながら、「知る」「行動する」「習慣に

なる」の流れを作り、現場で活かせる力を養いま

す。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

婚礼調理実習 

フフランス、日本料理の婚礼で使用する基本的な

食材の特徴と調理法を学ぶと同時に、調理に必要

な衛生観念を習得します。また調理器具の名称や

基本的な取扱いを学ぶことにより、社会で臨機応

変に幅広く活躍できる知識と技術を身に付けま

株式会社キャリエール・インター

ナショナル 
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す。調理実習では基本的な料理を習得すると共に、

料理の最良の状態を知る事を学びます。またテー

ブルセッティングを施しての試食を行うことによ

り、サービスの技術を学習します。調理実習を通

してお客様に付加価値のあるプレゼンテーション

ができる知識を身に付けます。 

インターンシップⅠ 

ホテルの各セクションで業務を行うことで、ホテ

ルで働く厳しさや喜びを体験し、前向きで正しい

職業観を醸成するとともに、礼儀や言葉遣いなど

社会人として基本的な能力の必要性を学ぶ。ホテ

ルでの４週間必修制となり、①ホスピタリティマ

インドの修得②会社組織の把握③専門知識・技能

の修得を目指した研修内容とする。 

ホテルグランヴィア大阪、スイス

ホテル南海大阪、ホテル近鉄ユニ

バーサル・シティ、セント レジス 

ホテル 大阪、京都ブライトンホテ

ル、グランドプリンスホテル京都、

ホテルモントレ京都、びわ湖大津

プリンスホテル、松山全日空ホテ

ル、ホテル日航高知旭ロイヤル、

ザ・リッツ・カールトン東京、パ

ークハイアット東京 

サービスマナー演習

Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとともに、ブライダル

サービスにふさわしいコミュニケーションスキル

を深めていきます。サービスマナー演習Ⅰで学ん

だ基本知識を活用し、質の高いサービスを提供す

るために、サービス接遇検定２級の内容へと進め

ていきます。お客さまサービスの具体例を通して、

何をすればお客さまに満足していただけるのかを

考え、ライブラリー利用やグループワークなどを

通してコミュニケーション力の向上を目指し、実

践力と応用力を習得していきます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケーションの必要性を

踏まえ、人前で自信を持って自分の意見を伝える

プレゼンテーション能力を養います。伝え方のノ

ウハウを踏まえたうえで「知る」「考える」「行

動する」力を身に付け、旅行・ホテル・ブライダ

ル業界で基本となる「対話力」「傾聴力」を養い

ます。また、どのような状況にも対応できる柔軟

性を養い、緊張感の中でも自分の考えに自信を持

って伝える表現力を身に付けます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英会話Ⅰ」に引続

き、様々な接客場面をテーマに英会話を学びます。

また、レストランやホテルといった接客場面での

会話だけではなく、海外からのお客様に日本の伝

統や文化を紹介したり、感想を尋ねたり、さらに

広い範囲でのコミュニケーション力を身につける

ことをテーマに授業を行います。外国人講師が「接

客英会話Ⅰ」、「接客英会話Ⅱ」を通して、自信

を持って積極的に英語でのコミュニケーションが

とれるように、楽しく、丁寧に指導していきます。 

株式会社シー・ティー・エス 

ブライダルサービス 

現在ブライダル業界では、キリスト教式や神前式、

レストランウエディングや海外ウエディングなど

様々なスタイルの挙式及び披露宴が行われていま

す。挙式、披露宴を中心とする婚礼商品に関連し

て提供される一連のサービスを「ブライダルサー

株式会社ＯＭエンタープライズ 
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ビス」と位置づけ、お客様の一生に一度というメ

モリアル性が強いブライダルの仕事に携わる者と

しての自覚と責任を持ち、感動や驚きを創出でき

る豊かな人間性とホスピタリティマインドを兼ね

備えた人材となるために、サービス側の視点から

ブライダルビジネスにおける実務のあり方につい

て学習します。 

ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不可欠です。本科目

では、ブライダル企業について研究を行い今後の

就職活動に役立てるとともに、実際にゲストハウ

ス見学・ホテルウエディング見学へ行き研究を深

めます。また、人事担当者を招聘したセミナーに

より、企業がどのような人材を求めているか、自

分がこれから何をすれば良いかについて理解し、

就職活動に活かします。ブライダル企業を知るこ

とに強くなり、就職活動で自ら企業を研究してい

く力を身につけます。 

ウェスティン都ホテル京都、株式

会社テイクアンドギヴ・ニーズ、

バリューマネジメント株式会社、

株式会社ブラス、株式会社トリー

ト、神戸メリケンパークオリエン

タルホテル、ＫＯＴＯＷＡ京都八

坂、ホテルモントレ京都 

ブライダル 

コスチューム 

人生の中で最も輝く時間である結婚式。その晴れ

の日にお召しになる運命の一着のためにコスチュ

ームの個々の要素を理解し、ドレスだけではなく

和装、そしてアクセサリー・ウエディングベール・

パンプス・ブライダルインナーまでトータルな専

門知識を身につけ、ブライダルスタイリストのプ

ロフェッショナルとして、お客様への提案力も身

につきます。 

株式会社熊谷次 

ジュエリーコーデ

ィネーター検定特

講Ⅱ 

ジュエリーコーディネーター検定特講Ⅰに

引き続き、社団法人 日本ジュエリー協会の

認定するジュエリーコーディネーター資格

の３級検定合格を目指す対策講座です。「貴

金属」「デザインの基礎・製造、加工、修理」

「商品概論・商品知識」「販売の基礎知識」「コ

ーディネート」を学びます。 

井上幾株式会社 

ジュエリーコーデ

ィネーター検定特

講Ⅲ 

本講では、社団法人 日本ジュエリー協会が

認定するジュエリーコーディネーター資格

の３級検定合格を目指し、ジュエリーの商品

知識、ジュエリーの販売知識、注意点、コー

ディネートまでを学びます。さらに、検定試

験に向けて模擬試験を実施し重点ポイント

の確認と解説を行います。 

井上幾株式会社 

就職試験面接対策 

本番の就職試験を想定した実戦力を養い、就職戦

線に勝ち残るための就職プレゼンテーション能力

の向上を図っていきます。接客業を目指すみなさ

んにとっては、採用試験における面接の比重が大

きく、面接における表現力を高めるトレーニング

は欠かせません。この授業では、本番を想定した

集団面接・個人面接を実施することにより、面接

表現力を高めていくことを中心に、文章表現力に

ついても実戦力を身につけ、総合的に就職プレゼ

ンテーション能力を向上させます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 
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コスチュームコーデ

ィネート 

新郎・新婦を最高に輝かせるブライダルスタッフ

としての責任と喜びを学びます。お二人のご希望

以上のスタイルの実現に向け、また御家族様のお

喜びをより深いものにするためにもコーディネー

ト力は勿論のこと、社会人としても信頼されるバ

ランス感覚の優れたブライダルスタッフが必要と

されています。コスチュームの基礎知識を踏まえ

実践学習を通し、実社会で即戦力となるスキルを

学びます。 

ブライダルポート 

ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事は、結婚式の一番

の主役『花嫁』をいかに綺麗に見せる事が出来る

かが求められます。業界専門性と接客術、コーデ

ィネートのセンスを学ぶとともに、「最高に綺麗

な自分で臨みたい！」そんな花嫁たちの願いをか

なえるために、ブライダルスタイリストが、その

ほかのスタイリスト（美容師）との架け橋となる

ようにします。本科目では、『ヘアメイク、ネイ

ル、エステ』のブライダルビューティをトータル

にとらえ、最新事情を知り、より良いアドバイス

が出来るようにします。 

TAKUMI JUN Make-up Salon 

ジュエリーコーディ

ネーター検定特講Ⅲ 

本講では、社団法人 日本ジュエリー協会が認定

するジュエリーコーディネーター資格の３級検定

合格を目指し、ジュエリーの商品知識、ジュエリ

ーの販売知識、注意点、コーディネートまでを学

びます。さらに、検定試験に向けて模擬試験を実

施し重点ポイントの確認と解説を行います。 

井上幾株式会社 

初級和装着付・作法

演習 

近年ますます婚礼の形態は多様化しています。こ

のような中、結婚式や披露宴において様々な事柄

に対処しながらお客様に対して適確なアドバイス

が出来るような人材が求められています。そのた

めにもまず、民族衣装である着物を通じて和の文

化を体感します。着こなしと身のこなしによって

美しさが表現され、人柄や女らしさが感じられる

ものです。着物の着付け、和の立ち居振舞を学ぶ

ことにより、特別の日の花嫁が最高に綺麗な姿で

臨めるような心遣いや配慮が出来るように目指し

ます。 

西陣織工業組合 

ＡＢＣ検定特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様化しています。こ

のような中、様々な事柄に対処しながらお客様に

対して適確なアドバイスができる人材が求められ

るようになりました。そのニーズに応えるべく実

施される検定に合格する為のブライダル業界で求

められる実務知識の習得を目標とします。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ＡＢＣ検定特講Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」「光と

色」「色の表示」「色彩心理」「色彩調和」「フ

ァッション」「インテリア」についての模擬テス

トを行い実力をつけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

フラワー 

アレンジメント 

近年ますます多様化するブライダル産業へのニー

ズ。それゆえ結婚式や披露宴というセレモニーを

トータルにプロデュースするブライダルコーディ

株式会社ヴルーメン 
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ネーターには、高度な専門知識と優れたセンスが

求められています。ブライダルの演出に欠かせな

いフラワーアレンジメントの最先端の知識とテク

ニックを学び、シーンに合わせた花のセレクトや、

個性の表現方法を身につけ現場レベルでの知識を

養います。    

フォーマルウェア検

定特講 

私達を取り巻く日常生活は、日々国際化し、それ

に伴い様々なフォーマルシーンも増えて来ていま

す。本講座では、日本フォーマル協会が認定する

フォーマルスペシャリスト検定準２級（ブロンズ

ライセンス）合格を目指し、ライフスタイルのう

つり変わりと共に多様化しつつある時代にフォー

マルウエアのドレスコード（服装規定）を中心と

した基礎知識を幅広く学び、身につけます。そし

て、多くの方に豊かで充実したフォーマルシーン

のアドバイスの提供をすることが目的です。 

株式会社自然科学 

コスチューム販売演

習 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳スタイリストと

しての責任と喜びを学びます。お二人のご希望以

上のスタイルの実現に向け、また御家族様のお喜

びをより深いものにするためにもコーディネート

力は勿論のこと、社会人としても信頼されるバラ

ンス感覚の優れた衣裳スタイリストが必要とされ

ています。コスチュームの基礎知識を踏まえ実践

学習を通し、実社会で即戦力となるスキルを学び

ます。 

松枝衣裳店総本店 

上級和装着付・作法

演習 

人間の素朴な美意識が衣服に絵を描き、または織

物で模様を表現するようになって何年も継承され

てきました。あるものは千年以上も前から、また

江戸時代、友禅染の隆盛期から私達の衣生活に彩

りをそえてくれました。婚礼の形態は時代と共に

多様化しています。高度な専門知識と優れたセン

スが求められています。様々な事柄に対処しなが

らお客様が結婚式、披露宴のセレモニーで素敵に

美しく輝いて頂くための的確なアドバイスができ

るように、日本人の美意識を育んできた着物文化

を通じて和の文化を学びます。 

西陣織工業組合 

ブライダルスタイリ

ング 

ブライダルスタイリストの仕事は、そのほかのス

タイリスト（技術者）との架け橋となるようにし

ます。本科目では、『ヘアメイク、ネイル、エステ』

のブライダルビューティをトータルにとらえ、最

新事情を知り、スタイリングを学ぶ事により、ビ

ューティアドバイスが出来るようにします。 

TAKUMI JUN Make-up Salon 

 

３．教員の研修等 

（教員の研修等の基本方針） 

教職員のエンプロイアビリティを高めるとともに、学校のエンプロイメンタビリティの向上につなげ、その成果

をクライアントに還元するための研修を実施することを目的とし、集合研修、派遣研修、ＯＪＴ研修、通信教育を

受講する機会を設けており、コンプライアンスマニュアルの「研修規程」に定めている｡ 

集合研修は、対象教職員を一堂に集め、内部又は企業等からの外部講師により、その能力向上のために実施するも

のであり、「育成計画研修」「職務別研修」「リーダー研修」「人権研修」の４つの区分に基づいた研修計画を立て、
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教職員一人ひとりの能力の向上が学校全体の力になるよう取り組んでいる。 

派遣研修は、一定期間、国内又は国外の大学等の学術研究機関並びに事業所等に協力を得て教職員を派遣し、技術

又は専門知識の修得及び調査研究・資料の収集等を行わせてその成果を職業教育または学校運営に反映できるよう

取り組んでいる｡ 

４．学校関係者評価 

（学校関係者評価委員会の全委員の名簿） 

   平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属・役   職 

吉浦 正博 びわ湖大津プリンスホテル 宿泊支配人 

島田 克己 株式会社ＪＴＢ西日本 京都支店 営業第三課長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部マネージャー 

柿原 宏幸 キャリエールホテル旅行専門学校同窓会 会長 

内ヶ島 良明 学校法人大和学園 評議員 

  

（学校関係者評価結果の公表方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/greeting/evalution.php 

５．情報提供 

（情報提供の方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 
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授業科目等の概要 

（商業実務専門課程ブライダル学科ブライダルスタイリストコース）平成２７年度 

分類 

授業科目名 授業科目概要 

配
当
年
次
・
学
期
 

授
 
業
 
時
 
数
 

単
 位
 数
 

授業方法 

必
 
 
修
 

選
択
必
修
 

自
由
選
択
 

講
 
 
義
 

演
 
 
習
 

実
験
・
実
習
・
実
技
 

○     就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前に、将来

目指す職業についての理解を深めます。

夢や憧れだけでなく現状を理解した上

で「なりたい気持ち」「なりたい目標」

を描き、その実現に向けてこれからの学

校生活を積極的に過ごすことが大切で

す。個人ワークやグループワーク、現場

の方の講演等を通じて実感しながら理

解を深め、行動に移していきましょう。

夏のインターンシップに向けて、事前指

導も行います。 

１

前 
30   ○     

○   自己分析 

自己分析とは「自分を理解すること」で

す。この授業を通じて、自分にはどのよ

うな特性があるのか、それをどのような

表現で伝えればよいのか、目指す業界が

求める人材や能力は何かなど、様々な方

法で見つけます。自己や仕事の認識を深

めることは就職活動において自信を持

ってアピールすることにつながります。

また、授業内で作成した「自分手帳」を

活用し、今後の学生生活における目標と

それを実現させるためのプロセスを計

画し、具体的な行動計画を見つけます。 

１

前 
30  ○   

○     
今すぐ役立つ

文章表現演習 

文章を作成するうえで必要かつ基礎的

な知識と、読み手を意識して書く姿勢を

身につけることを目指します。また、授

業内の「読書時間」な基礎的な知識と、

つねに読み手を意識して書く姿勢を身

につけることを目指します。この授業で

は日本語文章の基本的なルールを学び、

それを生かして実際に書いてみる活動

に加え、読み手の視点からよりよい文章

について考える活動も行います。文章を

分析したり作成したりする活動をとお

して、様々なタイプの文章を自分の力で

作成できる能力を養います。 

１

前 
30     ○   
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○   正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を理解

し、早い段階から社会人として通用する

敬語の基本を身につけます。自己紹介や

お客様への話し方のロールプレイング

を通して、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖昧な言

葉などをチェックします。あらゆる年

代、立場の方と、自信をもってコミュニ

ケーションを図ることのできる信頼関

係の構築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやすさ、柔

らかさの表現ができることを学び、ブラ

イダル業界で求められる安心感のある

対応力を身につけます。 

１

前 
15  ○   

○     
就職試験筆記

対策Ⅰ 

企業の採用試験を受ける場合、面接の前

に一般常識テストやＳＰＩのテストが

課されることが多くなっています。これ

らの筆記試験に合格しなければ、面接を

してもらうことはできませんので、筆記

試験の対策を怠ると、就職活動はいばら

の道になってしまいます。この授業で

は、社会人として最低限身につけておき

たい一般常識を中心に学習します。特に

よく試験に出るジャンル（政治・経済、

国際、社会、地理・歴史、文化・スポー

ツ、国語、英語、理科、数学）において

多くの問題を解いて、筆記試験に自信を

つけます。 

１

後 
30   ○     

○     就職対策Ⅱ 

就職活動のプロセスやポイントを理解

し、採用試験突破に必要とされるプレゼ

ンテーション能力（文章表現力・面接表

現力）を身に付けていきます。様々な面

接官による面接練習によって多くの刺

激を得て気付きや発見をし、就職活動を

進めていく力・突破していく力を身に付

けます。 

１

後 
30   ○     

○     京都文化解説 

サービス業に携わる人にとって幅広い

教養と一般常識を身につけておくこと

は、必須条件ともいえます。豊かな文化

資源や街のたたずまいの中で、「京都で

学ぶ」意味を考え教養を身につけられる

よう指導いたします。また京都人の生活

の中に身近な伝統文化として伝わる京

の祭り 三大祭りをはじめ様々な祭り 、

能、狂言、歌舞伎など京で始まった日本

の伝統芸能に実際に触れることで遠来

のお客様を心からもてなす京都人の感

性を身につけることをねらいとします。 

２

前 
30   ○     

○     
就職試験筆記

対策Ⅱ 

企業の採用試験を受ける場合、面接の前

に一般常識テストやＳＰＩのテストが

２

前 
30   ○     
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課されることが多くなっています。これ

らの筆記試験に合格しなければ、面接を

してもらうことはできませんので、筆記

試験の対策を怠ると、就職活動はいばら

の道になってしまいます。１年でも一般

常識の基礎的な知識を学びましたが、こ

の授業では、特によく試験に出るジャン

ル（政治・経済、国際、社会、地理・歴

史、文化・スポーツ、国語、英語、理科、

数学）において、さらに多くの問題を解

き、試験に対する自信をより一層強化し

ます。 

○     
就職試験面接

対策 

本番の就職試験を想定した実戦力を養

い、就職戦線に勝ち残るための就職プレ

ゼンテーション能力の向上を図ってい

きます。接客業を目指すみなさんにとっ

ては、採用試験における面接の比重が大

きく、面接における表現力を高めるトレ

ーニングは欠かせません。この授業で

は、本番を想定した集団面接・個人面接

を実施することにより、面接表現力を高

めていくことを中心に、文章表現力につ

いても実戦力を身につけ、総合的に就職

プレゼンテーション能力を向上させま

す。 

２

前 
30   ○     

○     

ブライダルホ

スピタリティ

サービス 

ホスピタリティとは、自分を知り、他者

を知ったうえで、お互いの違いを認識し

つつも認め合う心持ちです。価値観や考

え方の違いを理解し、寄り添い歩み寄ろ

うとする気持ちと行動は、ホスピタリテ

ィを伝えるサービスの基本です。この授

業では、様々なワークや手話、体得や高

齢者施設訪問などの実践を通してホス

ピタリティとは何かを深く考えます。ま

た、相手の要望を引き出し、期待以上の

サービスを実践すべく、より細やかなホ

スピタリティ・サービススキルの向上

や、社会に出てからも応用でき、柔軟か

つパーソナルに対応できる「人間力」を

養います。 

２

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

業界研究 

ひとくちにブライダル業界といっても、

その職種・仕事内容はさまざまです。ウ

エディングプランナー、ドレススタイリ

スト、ブライダルアテンダー、ホテルや

式場・レストランで働く婚礼スタッフと

多岐にわたります。本講座は躍進目覚し

いウエディングプロデュース会社や、人

気ホテル、そして好調に業績を推移させ

ているブライダル関連企業について、業

界研究を行い今後の就職活動に役立て

１

前 
30   ○     
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ることを目的とします。また、ゲストハ

ウスの見学を通して具体的な仕事のイ

メージをつかみます。 

○     
ブライダル 

総論 

結婚は人のライフサイクルにおいて、重

大な出来事のひとつに位置づけられて

います。近年、少子化・非婚化・晩婚化

などの伸展により、婚姻数は減少傾向に

あるものの、結婚観や価値観の多様化、

個性化などに伴い、結婚をとりまくビジ

ネスは盛んな傾向にあります。本科目で

はビジネスとしてのブライダルの概略

を把握し、最終的にはブライダル産業で

働くための基本知識を理解します。授業

を通し、将来自分たちがどのような分野

で活躍したいのかを見つけ出すことが

出来ます。 

１

前 
30   ○     

○     ホテル概論 

ホスピタリティ産業において、その中心

にあるホテルでは様々なスタッフが働

き、日々お客様の満足が得られるようサ

ービスにあたっています。プロのホテル

マンとしてお客様にホスピタリティ溢

れるサービスを提供するために、ホテル

ではどんな組織が組まれ、それぞれがど

んな役割を担っているかをセクション

ごとにわけ、業務内容を把握し、最終的

にはホテル全体の概要を理解します。ブ

ライダル業界をめざす自分が、ホスピタ

リティの集合体といわれるホテルサー

ビスを学習することによって、将来ブラ

イダル業界でどのように活躍したいの

か授業を通して見つけ出します。 

１

前 
30   ○     

○     
ホテル業界 

研究 

本科目はホテル業界を目指す皆さんの

ために、就職対象となる全国各地のホテ

ルを業種別、業態別に分類し、それぞれ

のホテルの持つ特徴や運営内容などを

学び、２年次に訪れる就職活動に役立て

る事を目的としています。ホテルを就職

対象とする場合、施設の規模だけを見て

判断する方が多く見受けられますが、皆

さん一人一人が本当にホテルに貢献し、

また自分自身も仕事へのやりがいを感

じられるかどうかは、表面的な部分だけ

見たのでは理解できません。より深くそ

のホテルを知ることが重要です。 

１

前 
30   ○     

○     
レストラン 

サービス演習 

この授業ではホテル実習室において、レ

ストランサービスに必要な知識や技術

を身につけます。まずは自分自身の身だ

しなみから整えることから始まり、レス

トラン関連備品の名称・用途を理解、ホ

１

前 
30     ○   
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ールの準備、テーブルセッティングと進

めていきます。また、学外授業としてホ

テルレストランを利用し、レストランの

雰囲気と共にサービススタッフの動き

を体感することで、今後の実習授業に活

かしていきます。そして、最終的に実際

のお客様の来店を想定し、お迎えの仕

方、着席の補助からオーダーテイクの方

法、料理の出し方、下げ方など、レスト

ランサービスに必要な基本動作を繰り

返し行い、夏季インターンシップ研修で

の対応力を身につけます。 

○     婚礼調理実習 

フランス・日本料理におけるメニュー構

成及び、基本食材の名称ならびに特徴、

調理器具の名称や基本的な取扱を学び、

ブライダルメニューについての理解を

深めます。さらに、デモンストレーショ

ンを聴講することにより調理工程を理

解し、調理実習を通して調理工程の理解

を深めながら料理を作成し、テーブルセ

ッティングを施しての試食を行うこと

により、安全で清潔な食材の取扱から調

理作業、サービスまでの基本的な流れを

学習します。 

１

前 
30       ○ 

○     ＨＲＳ特講Ⅰ 

本講では、サービス接遇において唯一の

国家技能検定試験である、社団法人 日

本ホテル・レストランサービス技能協会

主催の「料飲サービス技能士」３級の合

格を目指す対策授業です。単に対策授業

としてではなく、お客様と接する接遇話

法や立ち居振る舞い、ワインやビバレッ

ジの知識やサービス方法、調理方法や、

レストランでの準備、点検、外客をもて

なす為の国際儀礼など、将来必ず役立つ

であろう幅広い知識を学習する講座で

もあります。サービス技能検定は問題を

暗記しても合格しません。如何に内容を

理解し自分のものとなるように学習す

ることが合格への近道となるのです。 

１

後 
30   ○     

○     
カラーコーデ

ィネート 

色は、私達の生活の様々なところに使わ

れています。衣・食・住のどの分野でも

色彩が大きく影響します。ホテルやブラ

イダルにおいても色彩の演出効果は注

目をあび、テーブル、衣裳、ブーケ、ラ

イティングなどトータルなカラーコー

ディネートがもとめられています。感覚

的な色の捉え方だけではなく、体系論的

に色を分類し、色彩に関する基礎や色彩

の心理を学びます。また演習をとおし

て、楽しみながら色彩感覚や感性を磨

１

後 
30   ○     
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き、配色調和を習得します。文部科学省

後援色彩能力検定３級の内容に即し、検

定のための基礎を固めます。パーソナル

カラー分析（似合う色）の手法も体験し、

布を使って色の効果を習得します。 

○     
ブライダル 

サービス 

現在のブライダル業界の発展は目覚ま

しく、キリスト教式や神前式、海外ウエ

ディングやレストランウエディングな

ど今日様々な婚礼スタイルによる挙式

及び披露宴が行われています。挙式及び

披露宴を中心とする婚礼商品に関連し

て提供される一連のサービスを「ブライ

ダルサービス」と位置づけ、ブライダル

というお客様の生涯一度の良き日に携

わり、ハレの場を預かるものとしてお客

様に感動を与えることができるサービ

スが出来るよう、サービス側の視点から

ブライダルの現場における実務のあり

方について学びます。 

１

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不可欠で

す。本科目では、ブライダル企業につい

て研究を行い今後の就職活動に役立て

るとともに、実施にゲストハウス見学・

ホテルウエディング見学へ行き研究を

深めます。 また、人事担当者を招聘し

たセミナーにより、企業がどのような人

材を求めているか、自分がこれから何を

すれば良いかについて理解し、就職活動

に活かします。ブライダル企業を知るこ

とに強くなり、就職活動で自ら企業を研

究していく力を身につけます。 

１

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

コスチューム 

人生の中で最も輝く時間である結婚式。

その晴れの日にお召しになる運命の一

着のためにコスチュームの個々の要素

を理解し、ドレスだけではなく和装、そ

してアクセサリー・ウエディングベー

ル・パンプス・ブライダルインナーまで

トータルな専門知識を身につけ、ブライ

ダルスタイリストのプロフェッショナ

ルとして、お客様への提案力も身につき

ます。 

１

後 
30     ○   

○     

レストラン 

ウエディング

サービス演習 

本科目では、レストランサービス、レス

トランウエディングサービスにおいて

必要な知識や技術を身につけます。前期

レストランサービス演習にて身だしな

みを整えることから始まり、レストラン

関連備品の名称、用途の理解、テーブル

セッティング等、レストランサービスの

基本を実習しました。後期本科目では、

西洋料理の基本を学習した上で、レスト

１

後 
30     ○   
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ランサービス知識と技術を向上させ、さ

らにレストランウエディングサービス

における料理提供方法、お客様への声掛

け、ウエディングにおける配慮などを、

実際にフルコースサービスシミュレー

ションを通して身につけ、２年次のウエ

ディングパーティー演習につなげます。 

○     

インターンシ

ップⅠ（ホテル

基礎実習） 

おもてなしの最高峰であるホテルでの

業務や、ブライダル分野での業務を通し

て、将来目指すべきホスピタリティ業界

で働く厳しさと働く喜びを学び、また、

どのような仕事も他との協力が必要で

あることを体験することで、協調性を養

う。ホテルでの４週間必修制となり、①

ホスピタリティマインドの修得②会社

組織の把握③専門知識・技能の修得を目

指した研修内容とする。 

１

後 
160       ○ 

○   

コスチューム

コーディネー

ト 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳スタイ

リストとしての責任と喜びを学びます。

お二人のご希望以上のスタイルの実現

に向け、また御家族様のお喜びをより深

いものにするためにもコーディネート

力は勿論のこと、社会人としても信頼さ

れるバランス感覚の優れた衣裳スタイ

リストが必要とされています。コスチュ

ームの基礎知識を踏まえ実践学習を通

し、実社会で即戦力となるスキルを学び

ます。 

２

前 
30   ○  

○     ＨＲＳ特講Ⅱ 

本講では、サービス接遇において唯一の

国家技能検定試験である社団法人 日

本ホテル・レストランサービス技能協会

主催の「料飲サービス技能士」３級の合

格を目指し学習します。２年次では主に

料飲接遇サービスを学習します。また、

後半では過去 10年間の学科試験問題を

行いますが、暗記ではなくより一層の理

解をするために取り組み、確実に把握を

するように学習を行います。この技能審

査試験に合格するということは、レスト

ランなどで働くための高い知識と接遇

技能が備わっていると公証するもので

あり、社会的・経済的地位の向上に資す

る国家試験といえるでしょう。 

２

前 
30   ○     

○     ＨＲＳ特講Ⅲ 

本講は、サービス接遇において唯一の国

家技能検定試験である社団法人 日本

ホテル・レストランサービス技能協会主

催の「料飲サービス技能士」３級の合格

を目指し学習します。この特講Ⅲの講座

は、単に過去問題の暗記ではなく、学科

試験の夏季集中講座としてより一層理

２

前 
30   ○     



- 17 - 

解力を高めるために取り組み、確実に内

容の把握をするように学習を行います。

この技能審査試験に合格するというこ

とは、レストランなどで働くための高い

知識と接遇技能が備わっていると公証

するものであり、社会的・経済的地位の

向上に資する国家試験といえるでしょ

う。 

○     
色彩検定特講

Ⅰ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」

「光と色」「色の表示」「色彩心理」「色

彩調和」「ファッション」「インテリア」

について学ぶ。 

２

前 
30   ○     

○     
色彩検定特講

Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」

「光と色」「色の表示」「色彩心理」「色

彩調和」「ファッション」「インテリア」

についての模擬テストを行い実力をつ

けます。 

２

前 
15   ○     

○     
ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事は、結婚

式の一番の主役『花嫁』をいかに綺麗に

見せる事が出来るかが求められます。業

界専門性と接客術、コーディネートのセ

ンスを学ぶとともに、「最高に綺麗な自

分で臨みたい！」そんな花嫁たちの願い

をかなえるために、ブライダルスタイリ

ストが、そのほかのスタイリスト（美容

師）との架け橋となるようにします。本

科目では、『ヘアメイク、ネイル、エス

テ』のブライダルビューティをトータル

にとらえ、最新事情を知り、より良いア

ドバイスが出来るようにします。 

２

前 
30   ○     

○     
ブライダルマ

ーケティング 

現在ブライダル業界は少子高齢化、晩婚

化、結婚観の変化により、新たなブライ

ダルマーケティングの創造と展開が必

要である。人生の一大ライフイベントで

あるブライダルにおいて、お客様に満足

を提供するためのプランや商品を企

画・提案・販売するマーケティング業務

では、多様なスキルと人間的魅力が要求

される。今後さらに様々な変化が予想さ

れる中、ブライダル業界に属する各企業

がどのように受け止め、対処するかが今

後のブライダルマーケティングの優劣

を決定する大きなポイントとなる。本科

目ではブライダルにおいて、重要な役割

を担うマーケティング活動について体

系的に学習します。 

２

前 
30   ○     

○     

ウエディング

パーティ演習

Ⅰ 

「華燭の盛典」「人生最大のイベント」

と形容されるブライダルは人生の過程

において最も華やかで、豪華なライフイ

ベントのひとつになります。本科目は最

２

前 
30     ○   
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も華やかな儀式であるウエディングパ

ーティに特化し、現場での即戦力となり

うるスペシャリストを輩出するため、ウ

エディングパーティの迎賓から送賓ま

でを再現、ウエディングパーティサービ

スをシミュレーション形式で習得いた

します。 

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様化して

います。このような中、様々な事柄に対

処しながらお客様に対して適確なアド

バイスができる人材が求められるよう

になりました。そのニーズに応えるべく

実施される検定に合格する為のブライ

ダル業界で求められる実務知識の習得

を目標とします。 

２

後 
30   ○     

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅱ 

婚礼の形態は時代とともに多様化して

います。このような中、様々な事柄に対

処しながらお客様に対して適確なアド

バイスができる人材が求められるよう

になりました。そのニーズに応えるべく

実施される検定に合格する為のブライ

ダル業界で求められる実務知識の習得

を目標とします。 

２

後 
30   ○   

○     

ウエディング

パーティ演習

Ⅱ 

 「華燭の盛典」「人生最大のイベント」

と形容されるブライダルは人生の過程

において最も華やかで、重大なライフイ

ベントのひとつです。本科目では最も華

やかな儀式であるウエディングパーテ

ィに特化し、現場での即戦力となりうる

スペシャリストを輩出するため、ウエデ

ィングパーティの迎賓から送賓までを

再現、ウエディングパーティ演習Ⅱでは

実際の料理を使用し、ウエディングパー

ティサービスをシミュレーション形式

で習得いたします。宴会サービスはお客

様の夢や希望を実際に形にする重要な

ポジションです。またサービス同士の連

携、チームワーク、コミュニケーション

の重要性を学習します。 

２

後 
30     ○   

○     
ブライダル 

セールス 

ブライダルセールスとはセールス活動

の中でも特に高度なコミュニケーショ

ンスキルと人間性が要求される。一生に

一度というメモリアル性が強いブライ

ダル商品を販売することは大変難しい。

ブライダル業界は少子高齢化、晩婚化な

どの影響でお客様ニーズが多様化して

いる。この現状の中、単にブライダル商

品を販売するだけでなく、お客様の心の

不安を取り除いたり、夢や期待感を現実

のものにするために個々のお客様のニ

２

後 
30     ○   
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ーズに対して的確な提案、助言を行う。

ブライダルセールスはお客様のニーズ

を形にして、いかに満足感を与えること

ができるかを問われる。本科目ではブラ

イダルマーケティングにおいて、重要な

役割を担うブライダルセールスの基礎

を学習します。 

○   
フラワーアレ

ンジメント 

近年ますます多様化するブライダル産

業へのニーズ。それゆえ結婚式や披露宴

というセレモニーをトータルにプロデ

ュースするブライダルコーディネータ

ーには、高度な専門知識と優れたセンス

が求められています。ブライダルの演出

に欠かせないフラワーアレンジメント

の最先端の知識とテクニックを学び、シ

ーンに合わせた花のセレクトや、個性の

表現方法を身につけ現場レベルでの知

識を養います。    

２

後 
30   ○  

○     
ブライダル 

プロジェクト 

カップルの結婚式に対するニーズが多

様化していく昨今、オリジナルウエディ

ングは現在のブライダル業界には欠か

せない存在です。本科目では、「ブライ

ダル業界活性化プロジェクト」と題し、

婚礼人口・婚礼件数が上げられるプラン

をクラスで研究を行い、企画します。２

年間学んだ総まとめとして自分たちの

全ての知識を結集し、最終回には事業所

様をお招きし、卒業研究発表会をゲスト

ハウスにて実施します。 

２

後 
86     ○   

○     
サービス 

マナー演習Ⅰ 

社会人に必要なビジネスの基本知識と

スキルを総合的に習得していきます。組

織のなかで行われる仕事の内容を理解

したうえで、社会人としての心構えと、

人とのコミュニケーションにおける基

本マナーを学びます。さらに、サービス

接遇検定３級合格を目標に、ブライダル

業界をはじめ接客業において人による

サービスが大きなウエイトを占めるこ

とを理解し、心からのおもてなしの気持

ちで接するために、言葉と態度で表現す

ることができるよう身につけていきま

す。 

１

前 
30     ○   

○     

ディベート・デ

ィスカッショ

ン対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーションを

図る積極性を養います。自ら話しかけ、

興味を持って「相手を知る」ことや、「自

分の考えを伝える」演習を重ね、対話力

を養います。さらに、演習を通じてチー

ムワークの大切さや自ら考え動く主体

性を養います。ボイスゲームやコミュニ

ケーショントレーニングを実施するこ

１

前 
15     ○   
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とで緊張感を和らげ、人前で発言をする

ことが楽しくなる実践力の向上を目指

します。 

○     
パーソナル 

グレイス 

ホスピタリティビジネスにおいて最も

大切な「ホスピタリティマインド」は、

形として表現されてはじめて相手に伝

わります。21世紀は個性の時代です。一

人一人の持てる秘めた魅力を引き出し、

それを表現できるよう様々な角度から

指導いたします。また全ての動作の基本

である正しい姿勢を反復することで身

体の歪みを矯正し、健康的で美しい動作

を身につけると同時に、「グレイス」の

持つ本来の意味「優雅さ・気品」と「自

分らしさ」を兼ね備え内面と外面とのバ

ランスの取れた豊かな「Ladies & 

Gentlemen（紳士淑女）」を目指します。 

１

前 
30     ○   

○     

ブライダル業

のための 

ＩＣＴ基礎 

 「ＩＣＴ」とは Information & 

Communication Technology（情報通信技

術）のこと、この科目ではブライダル業

界で求められる情報活用能力を身につ

けます。まずは情報ライブラリー（図書

館）で図書や雑誌、新聞、統計資料など

の活用方法を学びます。また、個人情報

や著作権などの知的財産についての知

識を習得します。 そしてパソコンを使

って、インターネットの活用方法やセキ

ュリティ、情報モラルとともに、

Word2010を用いた文書作成やExcel2010

での表操作を、「プレゼンテーション演

習」「ブライダルプレゼンテーション」

での資料作成につなげていきます。 

１

前 
30     ○   

○     
サービス 

マナー演習Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとともに、ブ

ライダルサービスにふさわしいコミュ

ニケーションスキルを深めていきます。

サービスマナー演習Ⅰで学んだ基本知

識を活用し、質の高いサービスを提供す

るために、サービス接遇検定２級の内容

へと進めていきます。お客さまサービス

の具体例を通して、何をすればお客さま

に満足していただけるのかを考え、グル

ープワークなどを通してコミュニケー

ション力の向上を目指し、実践力と応用

力を習得していきます。 

１

後 
30     ○   

○     

ディベート・デ

ィスカッショ

ン対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケーション

の必要性を踏まえ、人前で自信を持って

自分の意見を伝えるプレゼンテーショ

ン能力を養います。伝え方のノウハウを

踏まえたうえで「知る」「考える」「行動

する」力を身に付け、旅行・ホテル・ブ

１

後 
30     ○   
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ライダル業界で基本となる「対話力」「傾

聴力」を養います。また、どのような状

況にも対応できる柔軟性を養い、緊張感

の中でも自分の考えに自信を持って伝

える表現力を身に付けます。 

○     

ブライダル業

のための 

ＩＣＴ応用 

ブライダル業で求められるICT活用能力

をさらに身につけるために、この授業で

は文書作成、表計算の実習を行います。

まず「Word2010」を用い視覚に訴えかけ

るグラフィカルな文書の作成や、より高

度なビジネス文書の作成をします。次に

「Excel2010」を使いブライダル業界で

必要とされるビジネス文書の作成やデ

ータベースを含むビジネスフォームを

作成します。また、就職サイトの活用方

法やビジネスでのメール作法など、就職

活動に必要な ICT活用方法も紹介しま

す。 

１

後 
30     ○   

○     
プレゼンテー

ション演習 

ブライダル業界でも、表現・企画・発表

能力は重要視されます。本講座では、ス

ピーチやプレゼンテーションソフト

「PowerPoint2010」での発表を行い、「人

前に立って話すことに慣れる」ことから

「より良い企画や表現を行う」ことを目

標とします。本講座では、３分間スピー

チで話す訓練を繰り返し、デジタルプレ

ゼンテーションの技術も身につけます。 

なお、ブライダルプロジェクトⅡ（卒業

研究発表会）に向けて、発表会のプラン

をグループにて企画します。 

２

前 
58     ○   

○     接客英会話Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといった接客

の場面で、ますます必要になってきてい

る英語でのコミュニケーション。毎回の

授業では、海外からのお客様を迎える

様々な場面を中心に、接客する側と接客

される側の両方の会話を学びます。ま

た、ロールプレイを通して実際の場面を

想定しながら繰り返し発話練習を行い、

接客英会話を身につけていきます。外国

人講師の生きた英語に触れながら異文

化理解を深め、楽しく英語でのコミュニ

ケーションをとれるようになりましょ

う。 

１

前 
30   ○     

○     接客英会話Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英会話Ⅰ」

に引続き、様々な接客場面をテーマに英

会話を学びます。また、レストランやホ

テルといった接客場面での会話だけで

はなく、海外からのお客様に日本の伝統

や文化を紹介したり、感想を尋ねたり、

さらに広い範囲でのコミュニケーショ

１

後 
30   ○     
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ン力を身につけることをテーマに授業

を行います。外国人講師が「接客英会話

Ⅰ」、「接客英会話Ⅱ」を通して、自信を

持って積極的に英語でのコミュニケー

ションがとれるように、楽しく、丁寧に

指導していきます。 

  ○   

ジュエリーコ

ーディネータ

ー検定特講Ⅰ 

ブライダルの中で扱われるエンゲージ

リング、マリッジリング、真珠などは単

に身を飾るだけでなく、婚約、結婚の証

としての意味を持って選ばれる大切な

ジュエリーのひとつで、専門知識が必要

です。本講は、社団法人 日本ジュエリ

ー協会の認定するジュエリーコーディ

ネーター資格の３級検定合格を目指す

検定対策講座です。「ジュエリー概論」

「ジュエリー産業論」「宝石の基礎知識」

「カラーストーンの基礎・市場に見られ

るカラーストーン」「ダイヤモンド」「真

珠」までを学びます。 

１

後 
30   ○     

  ○   

ジュエリーコ

ーディネータ

ー検定特講Ⅱ 

ジュエリーコーディネーター検定特講

Ⅰに引き続き、社団法人 日本ジュエリ

ー協会の認定するジュエリーコーディ

ネーター資格の３級検定合格を目指す

対策講座です。「貴金属」「デザインの基

礎・製造、加工、修理」「商品概論・商

品知識」「販売の基礎知識」「コーディネ

ート」を学びます。 

１

後 
30   ○     

  ○   

ジュエリーコ

ーディネータ

ー検定特講Ⅲ 

本講では、社団法人 日本ジュエリー協

会が認定するジュエリーコーディネー

ター資格の３級検定合格を目指し、ジュ

エリーの商品知識、ジュエリーの販売知

識、注意点、コーディネートまでを学び

ます。さらに、検定試験に向けて模擬試

験を実施し重点ポイントの確認と解説

を行います。 

２

前 
15   ○     

 ○  
ジュエリー販

売演習 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳スタイ

リストとしての責任と喜びを学びます。

お二人のご希望以上のスタイルの実現

に向け、また御家族様のお喜びをより深

いものにするためにもコーディネート

力は勿論のこと、社会人としても信頼さ

れるバランス感覚の優れた衣裳スタイ

リストが必要とされています。コスチュ

ームの基礎知識を踏まえ実践学習を通

し、実社会で即戦力となるスキルを学び

ます。 

２

前 
15   ○  

  ○   
ウエディング

セレモニー 

結婚式は多種多様であり、時代の流れに

より変遷し現在の多様化に至っていま

す。この科目では、現状のウエディング

事情を把握し、基礎知識をふまえた上で

２

前 
30     ○   
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多様化するウエディングについての実

践力を養います。 

  ○   
初級和装着

付・作法演習 

近年ますます婚礼の形態は多様化して

います。このような中、結婚式や披露宴

において様々な事柄に対処しながらお

客様に対して適確なアドバイスが出来

るような人材が求められています。その

ためにもまず、民族衣装である着物を通

じて和の文化を体感します。着こなしと

身のこなしによって美しさが表現され、

人柄や女らしさが感じられるものです。

着物の着付け、和の立ち居振舞を学ぶこ

とにより、特別の日の花嫁が最高に綺麗

な姿で臨めるような心遣いや配慮が出

来るように目指します。 

２

前 
30     ○   

    ○ 

インターンシ

ップⅡ（ホテル

応用実習） 

おもてなしの最高峰であるホテルでの

業務や、ブライダル分野での業務を通し

て、将来目指すべきホスピタリティ業界

で働く厳しさと働く喜び、現場で必要と

される応用力を学び、また、どのような

仕事も他との協力が必要であることを

体験することで、協調性を養う。 

ホテル・ブライダル関連事業所での４週

間希望制となり、①ホスピタリティマイ

ンドの修得②会社組織の把握③専門知

識・技能の修得を目指した研修内容とす

る。 

２

前 
160       ○ 

  ○   
フォーマルウ

エア検定特講 

私達を取り巻く日常生活は、日々国際化

し、それに伴い様々なフォーマルシーン

も増えて来ています。本講座では、日本

フォーマル協会が認定する準２級（ブロ

ンズライセンス）合格を目指し、ライフ

スタイルのうつり変わりと共に多様化

しつつある時代にフォーマルウェアの

ドレスコード（服装規定）を中心とした

基礎知識を幅広く学び、身につけます。

そして、多くの方に豊かで充実したフォ

ーマルシーンのアドバイスの提供をす

ることが目的です。 

２

後 
30  ○   

  ○   
パーソナル 

カラー 

カラーコーディネートで習得した知識

をさらに発展させてパーソナルカラー

について学びます。スタイリング、デザ

イン、ラインなどの知識とヘアメイク、

バッグ、アクセサリーなどの小物との組

み合わせなどトータルなカラーコーデ

ィネートについて学習します。 

２

後 
30   ○     
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  ○   
コスチューム

販売演習 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳スタイ

リストとしての責任と喜びを学びます。

お二人のご希望以上のスタイルの実現

に向け、また御家族様のお喜びをより深

いものにするためにもコーディネート

力は勿論のこと、社会人としても信頼さ

れるバランス感覚の優れた衣裳スタイ

リストが必要とされています。コスチュ

ームの基礎知識を踏まえ実践学習を通

し、実社会で即戦力となるスキルを学び

ます。 

２

後 
30     ○   

  ○   
上級和装着

付・作法演習 

人間の素朴な美意識が衣服に絵を描き、

または織物で模様を表現するようにな

って何年も継承されてきました。あるも

のは千年以上も前から、また江戸時代、

友禅染の隆盛期から私達の衣生活に彩

りをそえてくれました。婚礼の形態は時

代と共に多様化しています。高度な専門

知識と優れたセンスが求められていま

す。様々な事柄に対処しながらお客様が

結婚式、披露宴のセレモニーで素敵に美

しく輝いて頂くための的確なアドバイ

スができるように、日本人の美意識を育

んできた着物文化を通じて和の文化を

学びます。 

２

後 
30     ○   

  ○   
ブライダル 

スタイリング 

ブライダルスタイリストの仕事は、その

ほかのスタイリスト（技術者）との架け

橋となるようにします。本科目では、『ヘ

アメイク、ネイル、エステ』のブライダ

ルビューティをトータルにとらえ、最新

事情を知り、スタイリングを学ぶ事によ

り、ビューティアドバイスが出来るよう

にします。 

２

後 
30     ○   

合計 59科目 1879単位時間（ 単位） 
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（別紙様式４） 

 

職業実践専門課程の基本情報について 
 

学  校  名 設置認可年月日 校 長 名 所   在   地 

学校法人大和学園 
キャリエール 

ホテル旅行専門学校 
平成2年6月11日 楠井 秀和 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 
     （電話）075-241-0191 

設 置 者 名 設立認可年月日 代 表 者 名 所   在   地 

学校法人大和学園 昭和29年5月28日 
理事長 
田中 誠二 

〒604-8006 
京都市中京区河原町二条下る 
下丸屋町396番地の３ 

（電話）075-241-0191 

目 
的 

人間的な能力を高めるための学園共通の教育的視点 
１．真理を愛し、創造性を豊かにする 
２．義務と責任を果たし、社会性を養う 
３．清潔を尊び、礼節をわきまえた人格形成に努める 
４．異なりを認め合い、相互に敬愛する 
５．人に奉仕し、人をもてなし、人を幸せにする 

課 程 名 学 科 名 
修業年限 

（昼、夜別） 

全課程の修了に

必要な総授業時

数又は総単位数 

専門士の付与 高度専門士の付与 

商業実務 

専門課程 

ブライダル学科 

ウエディング 

プランナーコース 

２年 

ウエディングプラ

ンナーコース 

１８４９単位時間 

（又は単位） 

平成２２年 

文部科学大臣 

告示 

第１５２号 

 

教育課程 

講義 演習 実験 実習 実技 

ウエディングプラ

ンナーコース 

８２５単位時間 

（又は単位） 

ウエディングプラ

ンナーコース 

８３４単位時間 

（又は単位） 

ウエディングプラ

ンナーコース 

単位時間 

（又は単位） 

ウエディングプラ

ンナーコース 

１９０単位時間 

（又は単位） 

ウエディングプラ

ンナーコース 

単位時間 

（又は単位） 

生徒総定員 生徒実員 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１４０人 ２２８人の内数 １３人 ４８人 ６１人 

学期制度 

■前期：４月１日～９月３０日 

 

■後期：１０月１日～３月３１日 

成績評価 

■成績表（有・無） 

■成績評価の基準・方法について 

定期試験等を実施し、出席状況・ 

学習態度などを勘案し、ＡＢＣに 

て評価する。 

長期休み 

■学年始め：４月１日 

■夏  季：７月２１日～８月３１日 

■冬  季：１２月２１日～１月８日 

■春  季：３月２１日～４月８日 

■学 年 末：３月３１日 

卒業・進級条件 

・科目ごとに行われる定期試験に 

100点法とし、60点以上を合格と 

する。 

・各種資格検定取得や課外授業受講ご

とにポイント化されており、２年間で

５ポイント以上取得する。 
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生徒指導 

■クラス担任制（有・無） 

・各クラスごとに担任が付き、各学科 

ごとに事務サポート担当者あり 

 

■長期欠席者への指導等の対応 

・出欠規定をオーバーする前に、個別 

の連絡や面談などを行い、指導する。 

また、状況に応じて保護者へ連絡し、 

家庭においても指導いただく。 

課外活動 

■課外活動の種類 

・京都府専修学校各種学校協会主催 

の体育大会に向けたバレー・卓球 

チームによる課外活動 

■サークル活動（有・無） 

・ただし、年度によっては、非公認 

によるスポーツ系サークル活動が 

ある場合有 

主な就職先 

■主な就職先、業界 

・バリューマネジメント、ベストブライダ

ル、クラウディアコスチュームサービス、

プリモジャパン、オリエンタル京都朱雀

邸、株式会社ヴァンドームヤマダ、ワタベ

ウェディング、太閤園、Wedding Terrac

e、日比谷花壇、テイクアンドギヴ・ニー

ズ、ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ、二条城チャペ

ル セント・アベニールなど関西を中心に

全国各地に就職している。 

■就職率 １００ ％ 

■卒業者に占める就職者の割合 

     ９６．４％ 

主な資格・検定 

・レストランサービス技能検定 

・アシスタント・ブライダル・コーデ

ィネーター検定 

・色彩検定 

・マナー・プロトコール検定 

・ジュエリーコーディネーター検定 

・フォーマルスペシャリスト検定 

・サービス接遇検定 

中途退学の現状 ■中途退学者 ８名  ■中退率 ３．５％ 

平成２７年４月 １日在学者 ２２８名（平成２７年４月入学者を含む） 

平成２８年３月３１日在学者 ２１９名（平成２８年３月卒業生を含む） 

 

■中途退学の主な理由 

 進路変更・・入学前に興味のあった他分野や入学後始めたアルバイトへの進路変更など 

 学費滞納・・学費工面が難しく、期日通りの納入が出来なくなったため 

 

■中退防止のための取組 

 ・入学後、夏休み明けの担任による個人面談 

 ・週単位での出欠情報を共有化し、タイムリーな指導、サポート 

 ・１年生前期カリキュラムにおいて、業界・企業研究などによる職業観の醸成 

 ・本校独自の奨学金制度と学費延納制度、入学前における詳細な学費説明の徹底 

 

ホームページ URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 
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１．教育課程の編成 

（教育課程の編成における企業等との連携に関する基本方針） 

我が国のホスピタリティ産業の次代を担うホテル、ブライダル及び 旅行の各スペシャリスト養成教育の質的向上

に貢献するため、教育課程編成委員会の委員として産業界、企業等の役職員を選出し、企業等の様々な意見や要請

などを十分に活かしながら、実践的かつ専門的そして、先駆的な職業教育モデルを構築し、中核的専門人材の養成

教育を展開する。また、生徒のインターンシップやアルバイト、就業先への定期的な訪問やセミナー、講座などに

よる招聘時に人事や営業担当の方々に対してヒアリングを行い、各授業科目の開設や内容などの改善・工夫などに

活用する。 

 

（教育課程編成委員会等の全委員の名簿） 

平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属 

吉備 由佳 関西ブライダルビジネス懇話会 理事 

株式会社神戸ポートピアホテル 営業本部 ブライダル部 部長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部 マネージャー 

楠井 秀和 キャリエールホテル旅行専門学校 校長 

辻 智子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 学科長 

加藤 純子 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

田中 栄一郎 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

小倉 希穂 キャリエールホテル旅行専門学校 ブライダル学科 

鈴木 ゆか キャリエールホテル旅行専門学校 就職部 部長 

畑中 久美子 キャリエールホテル旅行専門学校 広報渉外部 部長 

安原 善則 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 部長 

山西 真弓 キャリエールホテル旅行専門学校 教務部 

 

（開催日時） 

第１回 平成２８年７月１２日（火） １５：２０～１７：００ 

第２回 平成２８年９月上旬予定 

 

２．主な実習・演習等 

（実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針） 

学生が業界や職種について理解し、一人前の職業人となるために、現場経験が豊富でキャリアモデルとして学生

の手本となるような講師を紹介いただける企業と連携を行っている。また、派遣いただいた講師には本校の施設設

備を活用しながら、業界の最先端の動向を指導いただくとともに、担当科目において業界で必要とされる最低限の

知識・技能を身につけたか、学修成果の評価を行っていただける企業を選定している。 

 

科 目 名 科 目 概 要 連 携 企 業 等 

就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前に、将来目指す職

業についての理解を深めます。夢や憧れだけでな

く現状を理解した上で「なりたい気持ち」「なり

たい目標」を描き、その実現に向けてこれからの

学校生活を積極的に過ごすことが大切です。個人

ワークやグループワーク、現場の方の講演等を通

じて実感しながら理解を深め、行動に移していき

ましょう。夏季インターンシップの事前指導も行

います。 

株式会社ノバレーゼ、高見株式会

社、株式会社日比谷花壇、株式会

社プリモ・ジャパン、株式会社

Pacific Diner Service、神戸ポー

トピアホテル 

今すぐ役立つ文章表

現演習 

文章を作成するうえで必要かつ基礎的な知識と、

読み手を意識して書く姿勢を身につけることを目
ｆａｃｅ－ｕｐ 
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指します。また、授業内の「読書時間」を通じて

日本語文章の基本的なルール構成を学び、実際に

書いてみることや、読み手の視点からよりよい文

章について考えるワークを行います。文章を分析

したり作成したりする演習を通して、様々なタイ

プの文章を自分の力で作成できる能力を養いま

す。 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーションを図る積極性

を養います。自ら話しかけ、興味を持って「相手

を知る」ことや、「自分の考えを伝える」演習を

重ね、対話力を養います。さらに、演習を通じて

チームワークの大切さや自ら考え動く主体性を養

います。ボイスゲームやコミュニケーショントレ

ーニングを実施することで緊張感を和らげ、人前

で発言をすることが楽しくなる実践力の向上を目

指します。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといった接客の場面で、

ますます必要になってきている英語でのコミュニ

ケーション。毎回の授業では、海外からのお客様

を迎える様々な場面を中心に、接客する側と接客

される側の両方の会話を学びます。また、ロール

プレイを通して実際の場面を想定しながら繰り返

し発話練習を行い、接客英会話を身につけていき

ます。外国人講師の生きた英語に触れながら異文

化理解を深め、楽しく英語でのコミュニケーショ

ンをとれるようになりましょう。 

株式会社シー・ティー・エス 

正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を理解し、早い段

階から社会人として通用する敬語の基本を身につ

けます。自己紹介やお客様への話し方のロールプ

レイングを通して、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖昧な言葉などを

チェックします。あらゆる年代、立場の方と、自

信をもってコミュニケーションを図ることのでき

る信頼関係の構築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやすさ、柔らかさの

表現ができることを学び、ブライダル業界で求め

られる安心感のある対応力を身につけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

サービスマナー演習

Ⅰ 

キャリエール・クール・スタンダードを基本とし、

社会人としての基礎的なマナーを身につけます。

同時に、ホテル業界に求められるホスピタリティ

マインドやコミュニケーションスキルを高めるた

めの知識や技術を学びます。また知識の習得だけ

でなくなぜそれが必要か、サービスマナーの意義

を理解しながら、「知る」「行動する」「習慣に

なる」の流れを作り、現場で活かせる力を養いま

す。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

婚礼調理実習 

フフランス、日本料理の婚礼で使用する基本的な

食材の特徴と調理法を学ぶと同時に、調理に必要

な衛生観念を習得します。また調理器具の名称や

基本的な取扱いを学ぶことにより、社会で臨機応

株式会社キャリエール・インター

ナショナル 
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変に幅広く活躍できる知識と技術を身に付けま

す。調理実習では基本的な料理を習得すると共に、

料理の最良の状態を知る事を学びます。またテー

ブルセッティングを施しての試食を行うことによ

り、サービスの技術を学習します。調理実習を通

してお客様に付加価値のあるプレゼンテーション

ができる知識を身に付けます。 

インターンシップⅠ 

ホテルの各セクションで業務を行うことで、ホテ

ルで働く厳しさや喜びを体験し、前向きで正しい

職業観を醸成するとともに、礼儀や言葉遣いなど

社会人として基本的な能力の必要性を学ぶ。ホテ

ルでの４週間必修制となり、①ホスピタリティマ

インドの修得②会社組織の把握③専門知識・技能

の修得を目指した研修内容とする。 

ホテルグランヴィア大阪、スイス

ホテル南海大阪、ホテル近鉄ユニ

バーサル・シティ、セント レジス 

ホテル 大阪、京都ブライトンホテ

ル、グランドプリンスホテル京都、

ホテルモントレ京都、びわ湖大津

プリンスホテル、松山全日空ホテ

ル、ホテル日航高知旭ロイヤル、

ザ・リッツ・カールトン東京、パ

ークハイアット東京 

サービスマナー演習

Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとともに、ブライダル

サービスにふさわしいコミュニケーションスキル

を深めていきます。サービスマナー演習Ⅰで学ん

だ基本知識を活用し、質の高いサービスを提供す

るために、サービス接遇検定２級の内容へと進め

ていきます。お客さまサービスの具体例を通して、

何をすればお客さまに満足していただけるのかを

考え、ライブラリー利用やグループワークなどを

通してコミュニケーション力の向上を目指し、実

践力と応用力を習得していきます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ディベート・ディス

カッション対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケーションの必要性を

踏まえ、人前で自信を持って自分の意見を伝える

プレゼンテーション能力を養います。伝え方のノ

ウハウを踏まえたうえで「知る」「考える」「行

動する」力を身に付け、旅行・ホテル・ブライダ

ル業界で基本となる「対話力」「傾聴力」を養い

ます。また、どのような状況にも対応できる柔軟

性を養い、緊張感の中でも自分の考えに自信を持

って伝える表現力を身に付けます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

接客英会話Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英会話Ⅰ」に引続

き、様々な接客場面をテーマに英会話を学びます。

また、レストランやホテルといった接客場面での

会話だけではなく、海外からのお客様に日本の伝

統や文化を紹介したり、感想を尋ねたり、さらに

広い範囲でのコミュニケーション力を身につける

ことをテーマに授業を行います。外国人講師が「接

客英会話Ⅰ」、「接客英会話Ⅱ」を通して、自信

を持って積極的に英語でのコミュニケーションが

とれるように、楽しく、丁寧に指導していきます。 

株式会社シー・ティー・エス 

ブライダルサービス 

現在ブライダル業界では、キリスト教式や神前式、

レストランウエディングや海外ウエディングなど

様々なスタイルの挙式及び披露宴が行われていま

す。挙式、披露宴を中心とする婚礼商品に関連し

株式会社ＯＭエンタープライズ 
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て提供される一連のサービスを「ブライダルサー

ビス」と位置づけ、お客様の一生に一度というメ

モリアル性が強いブライダルの仕事に携わる者と

しての自覚と責任を持ち、感動や驚きを創出でき

る豊かな人間性とホスピタリティマインドを兼ね

備えた人材となるために、サービス側の視点から

ブライダルビジネスにおける実務のあり方につい

て学習します。 

ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不可欠です。本科目

では、ブライダル企業について研究を行い今後の

就職活動に役立てるとともに、実際にゲストハウ

ス見学・ホテルウエディング見学へ行き研究を深

めます。また、人事担当者を招聘したセミナーに

より、企業がどのような人材を求めているか、自

分がこれから何をすれば良いかについて理解し、

就職活動に活かします。ブライダル企業を知るこ

とに強くなり、就職活動で自ら企業を研究してい

く力を身につけます。 

ウェスティン都ホテル京都、株式

会社テイクアンドギヴ・ニーズ、

バリューマネジメント株式会社、

株式会社ブラス、株式会社トリー

ト、神戸メリケンパークオリエン

タルホテル、ＫＯＴＯＷＡ京都八

坂、ホテルモントレ京都 

ブライダル 

コスチューム 

人生の中で最も輝く時間である結婚式。その晴れ

の日にお召しになる運命の一着のためにコスチュ

ームの個々の要素を理解し、ドレスだけではなく

和装、そしてアクセサリー・ウエディングベール・

パンプス・ブライダルインナーまでトータルな専

門知識を身につけ、ブライダルスタイリストのプ

ロフェッショナルとして、お客様への提案力も身

につきます。 

株式会社熊谷次 

就職試験面接対策 

本番の就職試験を想定した実戦力を養い、就職戦

線に勝ち残るための就職プレゼンテーション能力

の向上を図っていきます。接客業を目指すみなさ

んにとっては、採用試験における面接の比重が大

きく、面接における表現力を高めるトレーニング

は欠かせません。この授業では、本番を想定した

集団面接・個人面接を実施することにより、面接

表現力を高めていくことを中心に、文章表現力に

ついても実戦力を身につけ、総合的に就職プレゼ

ンテーション能力を向上させます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

コスチュームコーデ

ィネート 

新郎・新婦を最高に輝かせるブライダルスタッフ

としての責任と喜びを学びます。お二人のご希望

以上のスタイルの実現に向け、また御家族様のお

喜びをより深いものにするためにもコーディネー

ト力は勿論のこと、社会人としても信頼されるバ

ランス感覚の優れたブライダルスタッフが必要と

されています。コスチュームの基礎知識を踏まえ

実践学習を通し、実社会で即戦力となるスキルを

学びます。 

ブライダルポート 

ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事は、結婚式の一番

の主役『花嫁』をいかに綺麗に見せる事が出来る

かが求められます。業界専門性と接客術、コーデ

ィネートのセンスを学ぶとともに、「最高に綺麗

な自分で臨みたい！」そんな花嫁たちの願いをか

TAKUMI JUN Make-up Salon 
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なえるために、ブライダルスタイリストが、その

ほかのスタイリスト（美容師）との架け橋となる

ようにします。本科目では、『ヘアメイク、ネイ

ル、エステ』のブライダルビューティをトータル

にとらえ、最新事情を知り、より良いアドバイス

が出来るようにします。 

和装着付・作法演習 

日本人の美意識を育んできた着物文化、民族衣装

である着物を通じて和の文化を体感します。着物

姿は着こなしと身のこなしによって美しさが表現

され、何気ない立ち居振舞から人柄や女らしさが

感じられるものです。ファションの世界でＴ・Ｐ・

Ｏといえば、時間、場所、行事を意味します。装

いを決定する大切な要素です。和装は行事によっ

て装いの格が変わり昼、夜に関係なく、結婚式、

披露宴という行事のために着物の格を選びます。

着物の着付け、和の立ち居振舞を知ることにより、

特別な日の花嫁、親族の装いの手助け、アドバイ

スができるようになります。 

西陣織工業組合 

ブライダルホスピタ

リティサービス 

ホスピタリティとは、自分を知り、他者を知った

うえで、お互いの違いを認識しつつも認め合う心

持ちです。価値観や考え方の違いを理解し、寄り

添い歩み寄ろうとする気持ちと行動は、ホスピタ

リティを伝えるサービスの基本です。この授業で

は、様々なワークや手話、体得や高齢者施設訪問

などの実践を通してホスピタリティとは何かを深

く考えます。また、相手の要望を引き出し、期待

以上のサービスを実践すべく、より細やかなホス

ピタリティ・サービススキルの向上や、社会に出

てからも応用でき、柔軟かつパーソナルに対応で

きる「人間力」を養います。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ＡＢＣ検定特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様化しています。こ

のような中、様々な事柄に対処しながらお客様に

対して適確なアドバイスができる人材が求められ

るようになりました。そのニーズに応えるべく実

施される検定に合格する為のブライダル業界で求

められる実務知識の習得を目標とします。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

ＡＢＣ検定特講Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色の働き」「光と

色」「色の表示」「色彩心理」「色彩調和」「フ

ァッション」「インテリア」についての模擬テス

トを行い実力をつけます。 

ｆａｃｅ－ｕｐ 

フラワー 

アレンジメント 

近年ますます多様化するブライダル産業へのニー

ズ。それゆえ結婚式や披露宴というセレモニーを

トータルにプロデュースするブライダルコーディ

ネーターには、高度な専門知識と優れたセンスが

求められています。ブライダルの演出に欠かせな

いフラワーアレンジメントの最先端の知識とテク

ニックを学び、シーンに合わせた花のセレクトや、

個性の表現方法を身につけ現場レベルでの知識を

養います。    

株式会社ヴルーメン 



- 8 - 

婚礼料理研究 

婚礼料理とは、結婚披露宴で供される料理で

す。フランス料理の洋食コース、日本料理の会

席コース、中国料理、イタリア料理やブッフェ

料理など多彩なジャンルがあり、いずれも慶事

にふさわしい食材を使って、一般的なコース料

理よりも豪華な献立で構成されています。披露

宴の費用の多くを占める重要アイテムでもあ

り、招待客へのもてなしの核として婚礼料理を

重要視するカップルは非常に多く見られます。

本科目では将来、ウエディングプランナーとし

て活躍するために必要な婚礼料理の素材の知

識、基本的な調理法、婚礼料理の価格帯につい

て学習します。 

株式会社キャリエール・インタ

ーナショナル 

婚礼作法演習 

プランナーには様々な要望が集まります。しき

たりや作法については地域ごとにも様々なも

のが求められ、ハレの日にふさわしい呈示が出

来なくてはなりません。本講座・演習では京都

にある学校として、京都の儀礼を踏まえなが

ら、しきたりの奥深さについて理解を深めま

す。 

株式会社ＯＭエンタープライズ 

 

３．教員の研修等 

（教員の研修等の基本方針） 

教職員のエンプロイアビリティを高めるとともに、学校のエンプロイメンタビリティの向上につなげ、その成果

をクライアントに還元するための研修を実施することを目的とし、集合研修、派遣研修、ＯＪＴ研修、通信教育を

受講する機会を設けており、コンプライアンスマニュアルの「研修規程」に定めている｡ 

集合研修は、対象教職員を一堂に集め、内部又は企業等からの外部講師により、その能力向上のために実施するも

のであり、「育成計画研修」「職務別研修」「リーダー研修」「人権研修」の４つの区分に基づいた研修計画を立て、

教職員一人ひとりの能力の向上が学校全体の力になるよう取り組んでいる。 

派遣研修は、一定期間、国内又は国外の大学等の学術研究機関並びに事業所等に協力を得て教職員を派遣し、技術

又は専門知識の修得及び調査研究・資料の収集等を行わせてその成果を職業教育または学校運営に反映できるよう

取り組んでいる｡ 

４．学校関係者評価 

（学校関係者評価委員会の全委員の名簿） 

   平成２８年７月１日現在 

名 前 所   属・役   職 

吉浦 正博 びわ湖大津プリンスホテル 宿泊支配人 

島田 克己 株式会社ＪＴＢ西日本 京都支店 営業第三課長 

金杉 有紀 バリューマネジメント株式会社 人材開発部マネージャー 

柿原 宏幸 キャリエールホテル旅行専門学校同窓会 会長 

内ヶ島 良明 学校法人大和学園 評議員 

  

（学校関係者評価結果の公表方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/greeting/evalution.php 

５．情報提供 

（情報提供の方法） 

URL: http://www.kyoto-carriere.ac.jp/ 

 



- 9 - 

 

授業科目等の概要 

（商業実務専門課程ブライダル学科ウエディングプランナーコース）平成２７年度 

分類 

授業科目名 授業科目概要 

配
当
年
次
・
学
期
 

授
 
業
 
時
 
数
 

単
 位
 数
 

授業方法 

必
 
 
修
 

選
択
必
修
 

自
由
選
択
 

講
 
 
義
 

演
 
 
習
 

実
験
・
実
習
・
実
技
 

○     就職対策Ⅰ 

就職活動が本格的に動き出す前

に、将来目指す職業についての理

解を深めます。夢や憧れだけでな

く現状を理解した上で「なりたい

気持ち」「なりたい目標」を描き、

その実現に向けてこれからの学

校生活を積極的に過ごすことが

大切です。個人ワークやグループ

ワーク、現場の方の講演等を通じ

て実感しながら理解を深め、行動

に移していきましょう。夏のイン

ターンシップに向けて、事前指導

も行います。 

１

前 
30   ○     

○   自己分析 

自己分析とは「自分を理解するこ

と」です。この授業を通じて、自

分にはどのような特性があるの

か、それをどのような表現で伝え

ればよいのか、目指す業界が求め

る人材や能力は何かなど、様々な

方法で見つけます。自己や仕事の

認識を深めることは就職活動に

おいて自信を持ってアピールす

ることにつながります。また、授

業内で作成した「自分手帳」を活

用し、今後の学生生活における目

標とそれを実現させるためのプ

ロセスを計画し、具体的な行動計

画を見つけます。 

１

前 
30  ○   

○     

今すぐ役立

つ文章表現

演習 

文章を作成するうえで必要かつ

基礎的な知識と、読み手を意識し

て書く姿勢を身につけることを

目指します。また、授業内の「読

書時間」な基礎的な知識と、つね

に読み手を意識して書く姿勢を

身につけることを目指します。こ

の授業では日本語文章の基本的

なルールを学び、それを生かして

実際に書いてみる活動に加え、読

１

前 
30     ○   
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み手の視点からよりよい文章に

ついて考える活動も行います。文

章を分析したり作成したりする

活動をとおして、様々なタイプの

文章を自分の力で作成できる能

力を養います。 

○   正しい敬語 

なぜ敬語が必要なのか、重要性を

理解し、早い段階から社会人とし

て通用する敬語の基本を身につ

けます。自己紹介やお客様への話

し方のロールプレイングを通し

て、自分の言葉遣いのレベルを認

識し、自分のくせ、若者言葉、曖

昧な言葉などをチェックします。

あらゆる年代、立場の方と、自信

をもってコミュニケーションを

図ることのできる信頼関係の構

築力を養います。また、声の使い

方によって、優しさ、親しみやす

さ、柔らかさの表現ができること

を学び、ブライダル業界で求めら

れる安心感のある対応力を身に

つけます。 

１

前 
15  ○   

○     
就職試験筆

記対策Ⅰ 

企業の採用試験を受ける場合、面

接の前に一般常識テストやＳＰ

Ｉのテストが課されることが多

くなっています。これらの筆記試

験に合格しなければ、面接をして

もらうことはできませんので、筆

記試験の対策を怠ると、就職活動

はいばらの道になってしまいま

す。この授業では、社会人として

最低限身につけておきたい一般

常識を中心に学習します。特によ

く試験に出るジャンル（政治・経

済、国際、社会、地理・歴史、文

化・スポーツ、国語、英語、理科、

数学）において多くの問題を解い

て、筆記試験に自信をつけます。 

１

後 
30   ○     

○     就職対策Ⅱ 

就職活動のプロセスやポイント

を理解し、採用試験突破に必要と

されるプレゼンテーション能力

（文章表現力・面接表現力）を身

に付けていきます。様々な面接官

による面接練習によって多くの

刺激を得て気付きや発見をし、就

職活動を進めていく力・突破して

いく力を身に付けます。 

１

後 
30   ○     

○     
京都文化解

説 

サービス業に携わる人にとって

幅広い教養と一般常識を身につ

２

前 
30   ○     
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けておくことは、必須条件ともい

えます。豊かな文化資源や街のた

たずまいの中で、「京都で学ぶ」

意味を考え教養を身につけられ

るよう指導いたします。また京都

人の生活の中に身近な伝統文化

として伝わる京の祭り 三大祭り

をはじめ様々な祭り 、能、狂言、

歌舞伎など京で始まった日本の

伝統芸能に実際に触れることで

遠来のお客様を心からもてなす

京都人の感性を身につけること

をねらいとします。 

○     
就職試験筆

記対策Ⅱ 

企業の採用試験を受ける場合、面

接の前に一般常識テストやＳＰ

Ｉのテストが課されることが多

くなっています。これらの筆記試

験に合格しなければ、面接をして

もらうことはできませんので、筆

記試験の対策を怠ると、就職活動

はいばらの道になってしまいま

す。１年でも一般常識の基礎的な

知識を学びましたが、この授業で

は、特によく試験に出るジャンル

（政治・経済、国際、社会、地理・

歴史、文化・スポーツ、国語、英

語、理科、数学）において、さら

に多くの問題を解き、試験に対す

る自信をより一層強化します。 

２

前 
30   ○     

○    
就職試験面

接対策 

本番の就職試験を想定した実戦

力を養い、就職戦線に勝ち残るた

めの就職プレゼンテーション能

力の向上を図っていきます。接客

業を目指すみなさんにとっては、

採用試験における面接の比重が

大きく、面接における表現力を高

めるトレーニングは欠かせませ

ん。この授業では、本番を想定し

た集団面接・個人面接を実施する

ことにより、面接表現力を高めて

いくことを中心に、文章表現力に

ついても実戦力を身につけ、総合

的に就職プレゼンテーション能

力を向上させます。 

２

前 
30   ○     

○     

ブライダル

ホスピタリ

ティサービ

ス 

ホスピタリティとは、自分を知

り、他者を知ったうえで、お互い

の違いを認識しつつも認め合う

心持ちです。価値観や考え方の違

いを理解し、寄り添い歩み寄ろう

とする気持ちと行動は、ホスピタ

２

後 
30   ○     
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リティを伝えるサービスの基本

です。この授業では、様々なワー

クや手話、体得や高齢者施設訪問

などの実践を通してホスピタリ

ティとは何かを深く考えます。ま

た、相手の要望を引き出し、期待

以上のサービスを実践すべく、よ

り細やかなホスピタリティ・サー

ビススキルの向上や、社会に出て

からも応用でき、柔軟かつパーソ

ナルに対応できる「人間力」を養

います。 

○     
ブライダル 

業界研究 

ひとくちにブライダル業界とい

っても、その職種・仕事内容はさ

まざまです。ウエディングプラン

ナー、ドレススタイリスト、ブラ

イダルアテンダー、ホテルや式

場・レストランで働く婚礼スタッ

フと多岐にわたります。本講座は

躍進目覚しいウエディングプロ

デュース会社や、人気ホテル、そ

して好調に業績を推移させてい

るブライダル関連企業について、

業界研究を行い今後の就職活動

に役立てることを目的とします。

また、ゲストハウスの見学を通し

て具体的な仕事のイメージをつ

かみます。 

１

前 
30   ○     

○     
ブライダル 

総論 

結婚は人のライフサイクルにお

いて、重大な出来事のひとつに位

置づけられています。近年、少子

化・非婚化・晩婚化などの伸展に

より、婚姻数は減少傾向にあるも

のの、結婚観や価値観の多様化、

個性化などに伴い、結婚をとりま

くビジネスは盛んな傾向にあり

ます。本科目ではビジネスとして

のブライダルの概略を把握し、最

終的にはブライダル産業で働く

ための基本知識を理解します。授

業を通し、将来自分たちがどのよ

うな分野で活躍したいのかを見

つけ出すことが出来ます。 

１

前 
30   ○     

○     ホテル概論 

ホスピタリティ産業において、そ

の中心にあるホテルでは様々な

スタッフが働き、日々お客様の満

足が得られるようサービスにあ

たっています。プロのホテルマン

としてお客様にホスピタリティ

溢れるサービスを提供するため

１

前 
30   ○     



- 13 - 

に、ホテルではどんな組織が組ま

れ、それぞれがどんな役割を担っ

ているかをセクションごとにわ

け、業務内容を把握し、最終的に

はホテル全体の概要を理解しま

す。ブライダル業界をめざす自分

が、ホスピタリティの集合体とい

われるホテルサービスを学習す

ることによって、将来ブライダル

業界でどのように活躍したいの

か授業を通して見つけ出します。 

○     
ホテル業界 

研究 

本科目はホテル業界を目指す皆

さんのために、就職対象となる全

国各地のホテルを業種別、業態別

に分類し、それぞれのホテルの持

つ特徴や運営内容などを学び、２

年次に訪れる就職活動に役立て

る事を目的としています。ホテル

を就職対象とする場合、施設の規

模だけを見て判断する方が多く

見受けられますが、皆さん一人一

人が本当にホテルに貢献し、また

自分自身も仕事へのやりがいを

感じられるかどうかは、表面的な

部分だけ見たのでは理解できま

せん。より深くそのホテルを知る

ことが重要です。 

１

前 
30   ○     

○    

レストラン 

サービス演

習 

この授業ではホテル実習室にお

いて、レストランサービスに必要

な知識や技術を身につけます。ま

ずは自分自身の身だしなみから

整えることから始まり、レストラ

ン関連備品の名称・用途を理解、

ホールの準備、テーブルセッティ

ングと進めていきます。また、学

外授業としてホテルレストラン

を利用し、レストランの雰囲気と

共にサービススタッフの動きを

体感することで、今後の実習授業

に活かしていきます。そして、最

終的に実際のお客様の来店を想

定し、お迎えの仕方、着席の補助

からオーダーテイクの方法、料理

の出し方、下げ方など、レストラ

ンサービスに必要な基本動作を

繰り返し行い、夏季インターンシ

ップ研修での対応力を身につけ

ます。 

１

前 
30     ○   
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○     
婚礼調理実

習 

フランス・日本料理におけるメニ

ュー構成及び、基本食材の名称な

らびに特徴、調理器具の名称や基

本的な取扱を学び、ブライダルメ

ニューについての理解を深めま

す。さらに、デモンストレーショ

ンを聴講することにより調理工

程を理解し、調理実習を通して調

理工程の理解を深めながら料理

を作成し、テーブルセッティング

を施しての試食を行うことによ

り、安全で清潔な食材の取扱から

調理作業、サービスまでの基本的

な流れを学習します。 

１

前 
30       ○ 

○     
ＨＲＳ特講

Ⅰ 

本講では、サービス接遇において

唯一の国家技能検定試験である、

社団法人 日本ホテル・レストラ

ンサービス技能協会主催の「料飲

サービス技能士」３級の合格を目

指す対策授業です。単に対策授業

としてではなく、お客様と接する

接遇話法や立ち居振る舞い、ワイ

ンやビバレッジの知識やサービ

ス方法、調理方法や、レストラン

での準備、点検、外客をもてなす

為の国際儀礼など、将来必ず役立

つであろう幅広い知識を学習す

る講座でもあります。サービス技

能検定は問題を暗記しても合格

しません。如何に内容を理解し自

分のものとなるように学習する

ことが合格への近道となるので

す。 

１

後 
30   ○     

○     
カラーコー

ディネート 

色は、私達の生活の様々なところ

に使われています。衣・食・住の

どの分野でも色彩が大きく影響

します。ホテルやブライダルにお

いても色彩の演出効果は注目を

あび、テーブル、衣裳、ブーケ、

ライティングなどトータルなカ

ラーコーディネートがもとめら

れています。感覚的な色の捉え方

だけではなく、体系論的に色を分

類し、色彩に関する基礎や色彩の

心理を学びます。また演習をとお

して、楽しみながら色彩感覚や感

性を磨き、配色調和を習得しま

す。文部科学省後援色彩能力検定

３級の内容に即し、検定のための

基礎を固めます。パーソナルカラ

１

後 
30   ○     
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ー分析（似合う色）の手法も体験

し、布を使って色の効果を習得し

ます。 

○     
ブライダル 

サービス 

現在のブライダル業界の発展は

目覚ましく、キリスト教式や神前

式、海外ウエディングやレストラ

ンウエディングなど今日様々な

婚礼スタイルによる挙式及び披

露宴が行われています。挙式及び

披露宴を中心とする婚礼商品に

関連して提供される一連のサー

ビスを「ブライダルサービス」と

位置づけ、ブライダルというお客

様の生涯一度の良き日に携わり、

ハレの場を預かるものとしてお

客様に感動を与えることができ

るサービスが出来るよう、サービ

ス側の視点からブライダルの現

場における実務のあり方につい

て学びます。 

１

後 
30   ○     

○     
ブライダル 

企業研究 

就職活動において企業研究は不

可欠です。本科目では、ブライダ

ル企業について研究を行い今後

の就職活動に役立てるとともに、

実施にゲストハウス見学・ホテル

ウエディング見学へ行き研究を

深めます。 また、人事担当者を

招聘したセミナーにより、企業が

どのような人材を求めているか、

自分がこれから何をすれば良い

かについて理解し、就職活動に活

かします。ブライダル企業を知る

ことに強くなり、就職活動で自ら

企業を研究していく力を身につ

けます。 

１

後 
30   ○     

○     

ブライダル 

コスチュー

ム 

人生の中で最も輝く時間である

結婚式。その晴れの日にお召しに

なる運命の一着のためにコスチ

ュームの個々の要素を理解し、ド

レスだけではなく和装、そしてア

クセサリー・ウエディングベー

ル・パンプス・ブライダルインナ

ーまでトータルな専門知識を身

につけ、ブライダルスタイリスト

のプロフェッショナルとして、お

客様への提案力も身につきます。 

１

後 
30     ○   

○     

レストラン 

ウエディン

グサービス

本科目では、レストランサービ

ス、レストランウエディングサー

ビスにおいて必要な知識や技術

１

後 
30     ○   
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演習 を身につけます。前期レストラン

サービス演習にて身だしなみを

整えることから始まり、レストラ

ン関連備品の名称、用途の理解、

テーブルセッティング等、レスト

ランサービスの基本を実習しま

した。後期本科目では、西洋料理

の基本を学習した上で、レストラ

ンサービス知識と技術を向上さ

せ、さらにレストランウエディン

グサービスにおける料理提供方

法、お客様への声掛け、ウエディ

ングにおける配慮などを、実際に

フルコースサービスシミュレー

ションを通して身につけ、２年次

のウエディングパーティー演習

につなげます。 

○     

インターン

シップⅠ

（ホテル基

礎実習） 

おもてなしの最高峰であるホテ

ルでの業務や、ブライダル分野で

の業務を通して、将来目指すべき

ホスピタリティ業界で働く厳し

さと働く喜びを学び、また、どの

ような仕事も他との協力が必要

であることを体験することで、協

調性を養う。ホテルでの４週間必

修制となり、①ホスピタリティマ

インドの修得②会社組織の把握

③専門知識・技能の修得を目指し

た研修内容とする。 

１

後 
160       ○ 

○   

コスチュー

ムコーディ

ネート 

新郎・新婦を最高に輝かせる衣裳

スタイリストとしての責任と喜

びを学びます。お二人のご希望以

上のスタイルの実現に向け、また

御家族様のお喜びをより深いも

のにするためにもコーディネー

ト力は勿論のこと、社会人として

も信頼されるバランス感覚の優

れた衣裳スタイリストが必要と

されています。コスチュームの基

礎知識を踏まえ実践学習を通し、

実社会で即戦力となるスキルを

学びます。 

２

前 
30   ○  

○     
ＨＲＳ特講

Ⅱ 

本講では、サービス接遇において

唯一の国家技能検定試験である

社団法人 日本ホテル・レストラ

ンサービス技能協会主催の「料飲

サービス技能士」３級の合格を目

指し学習します。２年次では主に

料飲接遇サービスを学習します。

また、後半では過去 10年間の学

２

前 
30   ○     
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科試験問題を行いますが、暗記で

はなくより一層の理解をするた

めに取り組み、確実に把握をする

ように学習を行います。この技能

審査試験に合格するということ

は、レストランなどで働くための

高い知識と接遇技能が備わって

いると公証するものであり、社会

的・経済的地位の向上に資する国

家試験といえるでしょう。 

○     
ＨＲＳ特講

Ⅲ 

本講は、サービス接遇において唯

一の国家技能検定試験である社

団法人 日本ホテル・レストラン

サービス技能協会主催の「料飲サ

ービス技能士」３級の合格を目指

し学習します。この特講Ⅲの講座

は、単に過去問題の暗記ではな

く、学科試験の夏季集中講座とし

てより一層理解力を高めるため

に取り組み、確実に内容の把握を

するように学習を行います。この

技能審査試験に合格するという

ことは、レストランなどで働くた

めの高い知識と接遇技能が備わ

っていると公証するものであり、

社会的・経済的地位の向上に資す

る国家試験といえるでしょう。 

２

前 
30   ○     

○     
色彩検定特

講Ⅰ 

色彩検定３級合格を目指し、「色

の働き」「光と色」「色の表示」「色

彩心理」「色彩調和」「ファッショ

ン」「インテリア」について学ぶ。 

２

前 
30   ○     

○     
色彩検定特

講Ⅱ 

色彩検定３級合格を目指し、「色

の働き」「光と色」「色の表示」「色

彩心理」「色彩調和」「ファッショ

ン」「インテリア」についての模

擬テストを行い実力をつけます。 

２

前 
15   ○     

○     
ブライズ 

ビューティ 

ブライダルスタイリストの仕事

は、結婚式の一番の主役『花嫁』

をいかに綺麗に見せる事が出来

るかが求められます。業界専門性

と接客術、コーディネートのセン

スを学ぶとともに、「最高に綺麗

な自分で臨みたい！」そんな花嫁

たちの願いをかなえるために、ブ

ライダルスタイリストが、そのほ

かのスタイリスト（美容師）との

架け橋となるようにします。本科

目では、『ヘアメイク、ネイル、

エステ』のブライダルビューティ

をトータルにとらえ、最新事情を

２

前 
30   ○     
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知り、より良いアドバイスが出来

るようにします。 

○     

ブライダル

マーケティ

ング 

現在ブライダル業界は少子高齢

化、晩婚化、結婚観の変化により、

新たなブライダルマーケティン

グの創造と展開が必要である。人

生の一大ライフイベントである

ブライダルにおいて、お客様に満

足を提供するためのプランや商

品を企画・提案・販売するマーケ

ティング業務では、多様なスキル

と人間的魅力が要求される。今後

さらに様々な変化が予想される

中、ブライダル業界に属する各企

業がどのように受け止め、対処す

るかが今後のブライダルマーケ

ティングの優劣を決定する大き

なポイントとなる。本科目ではブ

ライダルにおいて、重要な役割を

担うマーケティング活動につい

て体系的に学習します。 

２

前 
30   ○     

○     

ウエディン

グパーティ

演習Ⅰ 

「華燭の盛典」「人生最大のイベ

ント」と形容されるブライダルは

人生の過程において最も華やか

で、豪華なライフイベントのひと

つになります。本科目は最も華や

かな儀式であるウエディングパ

ーティに特化し、現場での即戦力

となりうるスペシャリストを輩

出するため、ウエディングパーテ

ィの迎賓から送賓までを再現、ウ

エディングパーティサービスを

シミュレーション形式で習得い

たします。 

２

前 
30     ○   

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅰ 

婚礼の形態は時代とともに多様

化しています。このような中、

様々な事柄に対処しながらお客

様に対して適確なアドバイスが

できる人材が求められるように

なりました。そのニーズに応える

べく実施される検定に合格する

為のブライダル業界で求められ

る実務知識の習得を目標としま

す。 

２

後 
30   ○     

○     
ＡＢＣ検定 

特講Ⅱ 

婚礼の形態は時代とともに多様

化しています。このような中、

様々な事柄に対処しながらお客

様に対して適確なアドバイスが

２

後 
30   ○   
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できる人材が求められるように

なりました。そのニーズに応える

べく実施される検定に合格する

為のブライダル業界で求められ

る実務知識の習得を目標としま

す。 

○     

ウエディン

グパーティ

演習Ⅱ 

 「華燭の盛典」「人生最大のイ

ベント」と形容されるブライダル

は人生の過程において最も華や

かで、重大なライフイベントのひ

とつです。本科目では最も華やか

な儀式であるウエディングパー

ティに特化し、現場での即戦力と

なりうるスペシャリストを輩出

するため、ウエディングパーティ

の迎賓から送賓までを再現、ウエ

ディングパーティ演習Ⅱでは実

際の料理を使用し、ウエディング

パーティサービスをシミュレー

ション形式で習得いたします。宴

会サービスはお客様の夢や希望

を実際に形にする重要なポジシ

ョンです。またサービス同士の連

携、チームワーク、コミュニケー

ションの重要性を学習します。 

２

後 
30     ○   

○     
ブライダル 

セールス 

ブライダルセールスとはセール

ス活動の中でも特に高度なコミ

ュニケーションスキルと人間性

が要求される。一生に一度という

メモリアル性が強いブライダル

商品を販売することは大変難し

い。ブライダル業界は少子高齢

化、晩婚化などの影響でお客様ニ

ーズが多様化している。この現状

の中、単にブライダル商品を販売

するだけでなく、お客様の心の不

安を取り除いたり、夢や期待感を

現実のものにするために個々の

お客様のニーズに対して的確な

提案、助言を行う。ブライダルセ

ールスはお客様のニーズを形に

して、いかに満足感を与えること

ができるかを問われる。本科目で

はブライダルマーケティングに

おいて、重要な役割を担うブライ

ダルセールスの基礎を学習しま

す。 

２

後 
30     ○   
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○   

フラワーア

レンジメン

ト 

近年ますます多様化するブライ

ダル産業へのニーズ。それゆえ結

婚式や披露宴というセレモニー

をトータルにプロデュースする

ブライダルコーディネーターに

は、高度な専門知識と優れたセン

スが求められています。ブライダ

ルの演出に欠かせないフラワー

アレンジメントの最先端の知識

とテクニックを学び、シーンに合

わせた花のセレクトや、個性の表

現方法を身につけ現場レベルで

の知識を養います。    

２

後 
30   ○  

○     

ブライダル 

プロジェク

ト 

カップルの結婚式に対するニー

ズが多様化していく昨今、オリジ

ナルウエディングは現在のブラ

イダル業界には欠かせない存在

です。本科目では、「ブライダル

業界活性化プロジェクト」と題

し、婚礼人口・婚礼件数が上げら

れるプランをクラスで研究を行

い、企画します。２年間学んだ総

まとめとして自分たちの全ての

知識を結集し、最終回には事業所

様をお招きし、卒業研究発表会を

ゲストハウスにて実施します。 

２

後 
86     ○   

○     

サービス 

マナー演習

Ⅰ 

社会人に必要なビジネスの基本

知識とスキルを総合的に習得し

ていきます。組織のなかで行われ

る仕事の内容を理解したうえで、

社会人としての心構えと、人との

コミュニケーションにおける基

本マナーを学びます。さらに、サ

ービス接遇検定３級合格を目標

に、ブライダル業界をはじめ接客

業において人によるサービスが

大きなウエイトを占めることを

理解し、心からのおもてなしの気

持ちで接するために、言葉と態度

で表現することができるよう身

につけていきます。 

１

前 
30     ○   

○     

ディベー

ト・ディス

カッション

対策Ⅰ 

初対面でも自らコミュニケーシ

ョンを図る積極性を養います。自

ら話しかけ、興味を持って「相手

を知る」ことや、「自分の考えを

伝える」演習を重ね、対話力を養

います。さらに、演習を通じてチ

ームワークの大切さや自ら考え

動く主体性を養います。ボイスゲ

ームやコミュニケーショントレ

１

前 
15     ○   
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ーニングを実施することで緊張

感を和らげ、人前で発言をするこ

とが楽しくなる実践力の向上を

目指します。 

○     
パーソナル 

グレイス 

ホスピタリティビジネスにおい

て最も大切な「ホスピタリティマ

インド」は、形として表現されて

はじめて相手に伝わります。21世

紀は個性の時代です。一人一人の

持てる秘めた魅力を引き出し、そ

れを表現できるよう様々な角度

から指導いたします。また全ての

動作の基本である正しい姿勢を

反復することで身体の歪みを矯

正し、健康的で美しい動作を身に

つけると同時に、「グレイス」の

持つ本来の意味「優雅さ・気品」

と「自分らしさ」を兼ね備え内面

と外面とのバランスの取れた豊

かな「Ladies & Gentlemen（紳士

淑女）」を目指します。 

１

前 
30     ○   

○     

ブライダル

業のための 

ＩＣＴ基礎 

 「ＩＣＴ」とは Information & 

Communication Technology（情報

通信技術）のこと、この科目では

ブライダル業界で求められる情

報活用能力を身につけます。まず

は情報ライブラリー（図書館）で

図書や雑誌、新聞、統計資料など

の活用方法を学びます。また、個

人情報や著作権などの知的財産

についての知識を習得します。 

そしてパソコンを使って、インタ

ーネットの活用方法やセキュリ

ティ、情報モラルとともに、

Word2010を用いた文書作成や

Excel2010での表操作を、「プレゼ

ンテーション演習」「ブライダル

プレゼンテーション」での資料作

成につなげていきます。 

１

前 
30     ○   

○     

サービス 

マナー演習

Ⅱ 

仕事の進め方や業務の流れとと

もに、ブライダルサービスにふさ

わしいコミュニケーションスキ

ルを深めていきます。サービスマ

ナー演習Ⅰで学んだ基本知識を

活用し、質の高いサービスを提供

するために、サービス接遇検定２

級の内容へと進めていきます。お

客さまサービスの具体例を通し

て、何をすればお客さまに満足し

ていただけるのかを考え、グルー

１

後 
30     ○   
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プワークなどを通してコミュニ

ケーション力の向上を目指し、実

践力と応用力を習得していきま

す。 

○     

ディベー

ト・ディス

カッション

対策Ⅱ 

前期授業で培ったコミュニケー

ションの必要性を踏まえ、人前で

自信を持って自分の意見を伝え

るプレゼンテーション能力を養

います。伝え方のノウハウを踏ま

えたうえで「知る」「考える」「行

動する」力を身に付け、旅行・ホ

テル・ブライダル業界で基本とな

る「対話力」「傾聴力」を養いま

す。また、どのような状況にも対

応できる柔軟性を養い、緊張感の

中でも自分の考えに自信を持っ

て伝える表現力を身に付けます。 

１

後 
30     ○   

○     

ブライダル

業のための 

ＩＣＴ応用 

ブライダル業で求められるICT活

用能力をさらに身につけるため

に、この授業では文書作成、表計

算の実習を行います。まず

「Word2010」を用い視覚に訴えか

けるグラフィカルな文書の作成

や、より高度なビジネス文書の作

成をします。次に「Excel2010」

を使いブライダル業界で必要と

されるビジネス文書の作成やデ

ータベースを含むビジネスフォ

ームを作成します。また、就職サ

イトの活用方法やビジネスでの

メール作法など、就職活動に必要

なICT活用方法も紹介します。 

１

後 
30     ○   

○     

プレゼンテ

ーション演

習 

ブライダル業界でも、表現・企

画・発表能力は重要視されます。

本講座では、スピーチやプレゼン

テ ー シ ョ ン ソ フ ト

「PowerPoint2010」での発表を行

い、「人前に立って話すことに慣

れる」ことから「より良い企画や

表現を行う」ことを目標としま

す。本講座では、３分間スピーチ

で話す訓練を繰り返し、デジタル

プレゼンテーションの技術も身

につけます。 なお、ブライダル

プロジェクトⅡ（卒業研究発表

会）に向けて、発表会のプランを

グループにて企画します。 

２

前 
58     ○   

○     
接客英会話

Ⅰ 

ホテル・旅行・ブライダルといっ

た接客の場面で、ますます必要に

なってきている英語でのコミュ

１

前 
30   ○     
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ニケーション。毎回の授業では、

海外からのお客様を迎える様々

な場面を中心に、接客する側と接

客される側の両方の会話を学び

ます。また、ロールプレイを通し

て実際の場面を想定しながら繰

り返し発話練習を行い、接客英会

話を身につけていきます。外国人

講師の生きた英語に触れながら

異文化理解を深め、楽しく英語で

のコミュニケーションをとれる

ようになりましょう。 

○     
接客英会話

Ⅱ 

「接客英会話Ⅱ」では、「接客英

会話Ⅰ」に引続き、様々な接客場

面をテーマに英会話を学びます。

また、レストランやホテルといっ

た接客場面での会話だけではな

く、海外からのお客様に日本の伝

統や文化を紹介したり、感想を尋

ねたり、さらに広い範囲でのコミ

ュニケーション力を身につける

ことをテーマに授業を行います。

外国人講師が「接客英会話Ⅰ」、

「接客英会話Ⅱ」を通して、自信

を持って積極的に英語でのコミ

ュニケーションがとれるように、

楽しく、丁寧に指導していきま

す。 

１

後 
30   ○     

  ○   

セレモニー

プロデュー

ス 

ブライダル業界の変遷や動向を

理解し、現状のウエディングを把

握します。この科目では儀式の慣

習をふまえた上でのコミュニケ

ーション力、プロデュース力を養

います。 

１

後 
30     ○   

   

リゾート 

ウエディン

グ 

現在ブライダル業界は晩婚化、離

婚・再婚率の上昇など様々な影響

を受け、従来の結婚観に変化が現

れている。お役様の多様な価値観

に応えるために、新しい提案力や

創造力、発想力が求められてい

る。近年国内に留まらず、海外で

挙式・披露宴を挙げる層が増加し

ており、今後も海外ウエディング

マーケットは拡大が予測されて

いる。海外ウエディングは美しい

ロケーションが最大の魅力だが、

家族への感謝や繋がりを重要視

する傾向も見られる。本科目では

国内外のリゾートウエディング

に焦点を当て、挙式の基本知識、

１

後 
30   ○   
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それぞれのロケーションの魅力

や特徴、旅行のプランニング、費

用など、リゾートウエディングに

必要な知識を学習します。 

  ○   
和装着付・

作法演習 

日本人の美意識を育んできた着

物文化、民族衣装である着物を通

じて和の文化を体感します。着物

姿は着こなしと身のこなしによ

って美しさが表現され、何気ない

立ち居振舞から人柄や女らしさ

が感じられるものです。ファショ

ンの世界でＴ・Ｐ・Ｏといえば、

時間、場所、行事を意味します。

装いを決定する大切な要素です。

和装は行事によって装いの格が

変わり昼、夜に関係なく、結婚式、

披露宴という行事のために着物

の格を選びます。着物の着付け、

和の立ち居振舞を知ることによ

り、特別な日の花嫁、親族の装い

の手助け、アドバイスができるよ

うになります。 

２

前 
30     ○   

  ○   
ブライダル

ＭＣ演習 

ブライダルＭＣに必要な基本知

識と技術の習得に重点をおいた

授業。結婚式を行うカップルにと

って、披露宴や挙式の内容とその

進行を担う司会者の存在はかな

り重要視されるため、ブライダル

に関わる者には、司会者の役割を

十分に認識する必要があります。

ブライダルＭＣ演習では、知識だ

けでなく、実際にＭＣが学ぶスキ

ルを実習で体験しながら、ＭＣに

ついて学びます。また、実習を繰

り返し行う中で、正しい敬語の使

い方や人前での話し方が身につ

きます。 

２

前 
30     ○   

  ○   

ウエディン

グプランナ

ー演習Ⅰ 

ウエディングプランナーとは、お

客様の生涯一度のハレの場をお

預かりし「結婚式」のすべてをプ

ロデュースする仕事になります。

お客様のニーズが多様化する昨

今、ウエディングプランナーに求

められるスキルは高まる一方で

す。本講座では「ウエディング商

品概論」と並行し、お客様が結婚

式の当日をお迎えになられるま

での仕事内容を理解し、将来ウエ

ディングプランナーとして活躍

できる接客スキルを実演形式に

２

前 
30     ○   
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学習します。 

    ○ 

インターン

シップⅡ

（ホテル応

用実習） 

おもてなしの最高峰であるホテ

ルでの業務や、ブライダル分野で

の業務を通して、将来目指すべき

ホスピタリティ業界で働く厳し

さと働く喜び、現場で必要とされ

る応用力を学び、また、どのよう

な仕事も他との協力が必要であ

ることを体験することで、協調性

を養う。 

ホテル・ブライダル関連事業所で

の４週間希望制となり、①ホスピ

タリティマインドの修得②会社

組織の把握③専門知識・技能の修

得を目指した研修内容とする。 

２

前 
160       ○ 

  ○   
婚礼料理研

究 

婚礼料理とは、結婚披露宴で供さ

れる料理です。フランス料理の洋

食コース、日本料理の会席コー

ス、中国料理、イタリア料理やブ

ッフェ料理など多彩なジャンル

があり、いずれも慶事にふさわし

い食材を使って、一般的なコース

料理よりも豪華な献立で構成さ

れています。披露宴の費用の多く

を占める重要アイテムでもあり、

招待客へのもてなしの核として

婚礼料理を重要視するカップル

は非常に多く見られます。本科目

では将来、ウエディングプランナ

ーとして活躍するために必要な

婚礼料理の素材の知識、基本的な

調理法、婚礼料理の価格帯につい

て学習します。 

２

後 
30   ○     

   

ウエディン

グプランナ

ー演習Ⅱ 

ウエディングプランナーとは、生

涯一度のハレの場ではる「結婚

式」をお預かりし、結婚式の全て

をプロデュースする仕事になり

ます。また１組のカップルが挙

式・披露宴の当日を迎えるまでの

アドバイザー的な役割であり、と

きには相談相手になりお客様と

深くかかわりあいます。昨今、お

客様のニーズが多様化する中、ウ

エディングプランナーに求めら

れるスキルは高まる一方です。本

講座では「ウエディング商品概

論」と並行し、お客様が結婚式の

２

後 
30   ○  
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当日をお迎えになられるまでの

仕事内容を理解し、将来ウエディ

ングプランナーとして活躍でき

る接客スキルを演習形式に学習

します。 

  ○   
カリグラフ

ィー 

欧米の歴史と文化に育まれたカ

リグラフィーは、『西洋の書道』

とも言われるアルファベットを

美しく書く特殊な技術です。様々

な書体の中から、読みやすく、か

つ表現豊かなイタリック体を学

びます。基礎的な技術を習得した

上で仕上げの課題作品としてウ

エディングボードなどを制作し

ます。手書きで書かれたアルファ

ベット文字の美しさを認識し、フ

ォーマルな場所での教養のひと

つとして、身につけていただきた

いと考えています。 

２

後 
30     ○   

  ○   
婚礼作法演

習 

プランナーには様々な要望が集

まります。しきたりや作法につい

ては地域ごとにも様々なものが

求められ、ハレの日にふさわしい

呈示が出来なくてはなりません。

本講座・演習では京都にある学校

として、京都の儀礼を踏まえなが

ら、しきたりの奥深さについて理

解を深めます。 

２

後 
30     ○   

合計 57科目 1849単位時間（   単位） 

 


