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　キャリエールホテル旅行専門学校の同窓会報をご覧いただきまして、ありがとうございま
す。本校は1991年の開校以来、国際文化観光都市「京都」の地で「ホテル・旅行・ブラ
イダル」業界はもちろんのこと、即戦力として広く社会で活躍できるホスピタリティ分野の
スペシャリストの育成に取り組んでまいりました。
　この長年の実績を踏まえて、この度本校の教育姿勢を学校名にも反映すべく、2020年
4月より、「京都ホテル観光ブライダル専門学校」に変更する運びとなりました。
　今後も、これまで以上に、ホテル・旅行・ブライダル業界を目指す皆様一人一人に対して、
専門的な技能やプロ意識を醸成し、社会に貢献できる正しい職業観と「人をもてなし、人を
幸せにする」というホスピタリティマインド、そして人間的魅力を身につけられるように、指導、
サポートしてまいります。

　卒業生の皆様におかれましては、各業界にてご活躍のことかと思います。
　さて、ホテル学科・ブライダル学科卒業の皆様は、在校時に国家検定であ
るＨＲＳを受験されたことかと思います。夏季学科対策授業や、放課後の実技
対策などは、学校生活の思い出の１ページではないでしょうか。そして今年度
も、皆様が経験されたように、ホテル・ブライダル両学科の学生が検定にチャ

レンジし、開校以来初めて「学科１００％」「実技１００％」の合格率を達成い
たしました。これまでいずれかのみの１００％合格はありましたが、チャレンジ
した学生全員の学科、実技通しての合格は過去にありませんでした。
　これも今までの諸先輩方の頑張りと、検定にかける思いを継承してこれた結
果かと思います。皆様とも喜びを分かち合いたいと思います。＜奥山＞

　この度、ブライダル学科に上級ブライダル
コースを新設させていただくことになりまし
た。本コースの2つの特徴として、国家検定
ブライダルコーディネート技能検定3級を1年
次に全員受検し、2年次に上位級2級を受検
できるカリキュラム構成となっていること、ま
た夏のインターンシップに続き、1年次後期に
個々の希望職種に応じたブライダル企業への
インターンシップを必須で組み込んでいること
があげられます。
　さらに本コース特化科目にはアクティブラー
ニング型授業運営を多数取り入れ、在学中に
業界現場で必要な対応力の習得をめざし、即
戦力として活躍できる業界人を輩出したいと
考えております。＜加藤＞

キャリエールホテル旅行専門学校は
「京都ホテル観光ブライダル専門学校」
に校名を変更いたします

新たに、２つのコースが誕生！！

100%
学科合格率

（全国平均84.5％）
100%
実技合格率

（全国平均87.0％）

BridalBridal
ブライダル学科

上級ブライダルコース TravelTravel
旅行学科

2020年4月 2021年4月

鉄道サービスコース

国家検定
レストランサービス技能検定

　2021年４月、旅行学科に「鉄道サー
ビスコース」を新設します！
　このコースでは、駅スタッフや車掌、
新幹線パーサーなどを目指し、鉄道に関
する知識はもちろんのこと、接客スキル
から街づくりに至るまで、幅広く学んで
いきます。特に、鉄道会社で働くうえで
必要な「約束を守る」「チームワーク」「ホ
スピタリティマインド」を身につけるため
の充実したカリキュラムとなっており、
鉄道写真の撮影方法やダイヤグラム作成
など他校にはない科目も用意しています。
　卒業生の皆さんも、この新生、鉄道
サービスコースをよろしくお願いします。

＜髙尾＞
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理事長挨拶
　卒業生の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと
お喜び申しあげます。
　さて、今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピック開催
です。また、2021年にはワールドマスターズゲームズ関西、
2025年は大阪万博博覧会の開催と大規模な国際イベントが続
くことで国内外から多くの観光客が集まり、我が国が誇る「おも
てなし文化」を世界に発信するチャンスでもあります。また現
在、AIやIoTといった第4次産業革命の活発化やあらゆる多様性
を認め共生するダイバーシティーの推進、働き方改革などが推
進される中、これからの我が国の持続的な発展のためには「ホス

ピタリティ産業」の成長が非常に重要です。さらに、新型コロナウィルス等観光地でのパ
ンデミックに対する危機管理体制の強化が喫緊の課題です。このような時代だからこ
そ、未来を担う変革の能動者たる高い志をもったスペシャリストが嘱望されています。
　今年４月から、キャリエールホテル旅行専門学校は「京都ホテル観光ブライダル専門
学校」へと校名変更いたします。2022年に文化庁が京都に全面移転し、京都が名実とも
に日本の文化首都と位置づけられる中、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ます。また、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
を身につけ、世界に誇れる職業型実学教育を邁進する所存です。
　本校が長きにわたって発展し続けることができたのは、卒業生の皆様方のホスピタリ
ティ産業界でのご活躍・ご貢献の賜物とあらためて感謝する次第でございます。
　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、卒業生の皆様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。

理事長　田中 誠二 同窓会長挨拶 同窓会長　柿原 宏幸
　同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。本同窓会は創立26年目を迎えます。
　日ごろから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。
　私事ではございますが、昨年から10数年ぶりに京都のホテルで勤務することになり新規開業に携わってまい
りました。京都のマーケットは10数年前からはガラリと様変わりをしており大小合わせてホテルが激増してい
て、一部メディアでは稼働率やADRの低下が取り上げられ「供給過多」などと言われております。しかしながら、こ
のような時だからこそ日本の文化の基盤である京都の魅力を入洛されたゲストにしっかりと伝え、体感いただ
き、また来てもらえるような取組みをたくさんのホテルが行っていくことこそが大事であると考えます。

　これからの京都だけでなく日本全国の観光業・ブライダル業を支える人材を輩出する京都ホテル観光ブライダル専門学校の同窓生
の皆様にはますますのご活躍を期待すると共に同窓会の発展を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。

校 長 挨 拶 校　長　楠井 秀和
　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、本校は1991年に商業実務系専門学校として『キャリエール国際ビジネス専門学校』という名で開校し、
1998年にはホテル・旅行を中心とした観光分野に特化し、『キャリエールホテル旅行専門学校』に校名変更いた
しました。その後、2009年にはブライダル学科を開設し、国際文化観光都市「京都」においてホテル、旅行、ブライ
ダル業界で活躍できる専門職業人養成の中心的存在となり、産業界や地域社会に貢献してまいりました。
　そして、この度、これまでのキャリエールの歴史と伝統を受け継ぎながら、養成する専門職業人や設置学科に即
し、京都に根差した本校の教育姿勢を学校名に反映すべく、2020年4月より、『京都ホテル観光ブライダル専門
学校』に変更いたします。

　本校の歴史は、人の和の歴史と言っても過言ではありません。3400人を超える卒業生、250人を超える教職員、その他にも、多くの
方々に関わっていただいております。その和の広がりがあったからこそ、この発展・成長があり、今日の『京観校』がある。と感じており
ます。まさに、大和学園の建学の精神である「人の和の広がり」です。
　今後も、この大和学園創業の地、河原町御池において「ひとに奉仕し、ひとをもてなし、ひとを幸せにする」ホスピタリティマインド溢れ
る職業人の育成に注力してまいります。そして、同窓生の皆様との和をこれまで以上に大きくし、『京都ホテル観光ブライダル専門学校』
のさらなる発展・成長につなげるとともに、ステークホルダーの皆様から選ばれ続け、愛される学校づくりをめざしてまいります。
　同窓生の皆様におかれましては、これからも、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、お願い申しあげるととも
に、今後ますますのご活躍とご多幸をお祈りいたします。

個人情報の不正取得にご注意ください

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、京都ホ
テル観光ブライダル専門学校　同窓会事務局までご一報ください。

就職状況報告就職状況報告2019年度

100%（2020年3月27日現在）

2018年度収支決算
科　目 予算額 決算額 予算対比 備　考

収入の部 単位：円 2018年度事業報告
1. 2018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・京都製菓製パン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

2019年度事業計画
1. 2019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・京都製菓製パン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

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

@6,000＊197名=1,182,000円

寄付金０口

普通預金利息（@34＊1回+@34＊1回）

8,893,781 

1,182,000 

0 

1,870 

53,045 

50 

10,130,746 

8,893,781 

1,182,000

0

0

53,045

68

 10,128,894 

0

0

0

－1,870

0

18

 －1,852 

科　目 予算額 決算額 予算対比 備　考
支出の部 単位：円

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

京調校製菓校周年事業祝金、祝袋代

京調校製菓校周年事業祝金、祝袋代

同窓会報制作費（192,240円）＋取材手土産代（2,160円）

定期総会案内発送費（10,420円）＋返信封筒（108円）

積立費（300,000円）

・同窓会報発送費（199,349円）

収支差額

0 

0 

0 

220,000 

12,000 

301,870 

180,000 

0 

9,416,876 

 10,130,746 

0

0

20,432

194,400

10,528

300,000

199,349

0

 9,404,185 

 10,128,894 

0

0

20,432

－25,600

－1,472

－1,870

19,349

0

－12,691

 －1,852 

2019年度収支予算（案）
科　目 予算額 備　考

収入の部 単位：円

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

@6,000＊186名=1,116,000円

@2,000＊1口、手数料@130＊1回

普通預金

9,404,185 
1,116,000 

0 
1,870 

7,806 

50 
10,529,911 

財産目録（2018年度）
科　目 金　額
現金

普通預金（京信／河原町）
周年事業積立金※

貯蔵品
合計

0
9,404,185
2,988,489

0
12,392,674

科　目 予算額 備　考
支出の部 単位：円

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

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

0 
0 
0 

240,000 
13,000 
301,870 
190,000 

0 
9,785,041 
 10,529,911 

2018年3月卒分卒業記念パーティ予備費残金
（53,045円）

※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。

2019年3月卒分卒業記念パーティー
予備費残金（7,806円）

■ブライダル・衣裳・ジュエリー・フラワー分野
JIELI／TAKE STEP／あゆみブライダル／アルカンシエル／ヴァンドームヤマダ／ザ・
リッツ・カールトン京都／ジョイフル恵理／ディライト／ニューアート・シーマ／バ
リューマネジメント／フェスタリアホールディングス／フラワーガーデン／プリモ・ジャ
パン／マリアージュグランデ／マリアージュ彦根ウェディング／リーガロイヤルホテル
／ローズガーデン／ローズガーデン米子／ AVE STUDIO MATERIAL／ ブラス／エス
クリ／クラウディアコスチュームサービス／スタージュエリー／セオリー／ディーエイ
チシー／パルティール／バルフロール／ひらまつ／ブライダル・ポート／ベスト-アニ
バーサリー／ヘブン・デュオ／ルミエール（ジュエリーminoru）／レック／花工房／松下
装束店／杢目金屋

■ホテル・旅館分野
ACEホテル京都／ANAクラウンプラザホテル大阪／HOTEL THE MITSUI KYOTO
／JR東海ホテルズ／ウェスティン都ホテル京都／ザ・リッツ・カールトン京都／ジェ
イアール西日本ホテル開発（ホテルグランヴィア京都）／シャングリ・ラ ホテル 東京
／パークハイアット京都／ハイアット リージェンシー 京都／ハイアットリージェン
シー箱根リゾート＆スパ／ハウステンボス／ヒューリックホテルマネジメント／プリ
ンスホテル／フロンティア観光／ホテルオークラ東京／ホテルニューオータニ／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／モクシー大阪本町／リー
ガロイヤルホテル／リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／PHG
京都山科マネジメント（京都山科ホテル山楽）／森ビルホスピタリティコーポレーショ
ン／京阪ホテルズ＆リゾーツ／京都ブライトンホテル／京都ホテル／松井本館／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／都ホテル 京都八条／
旅館 銀閣
■旅行・鉄道分野
JTBメディアリテーリング／TEI／エムケイグループ／キョーエーツーリスト／ジェ
イ・エス・エス／ジェイアール東海ツアーズ／ツーリストジャパン／タビックス・ジャ
パン／日本旅行／農協観光／関西エアポートオペレーションサービス／阪急交通社／
西日本旅客鉄道／帝産観光バス／東武トップツアーズ／日本旅行オーエムシートラベ
ル／日本旅行サービス／彌榮自動車
■その他
BEST HERBS／SISUI／はるやま商事／バロックジャパンリミテッド／ファーレン滋
賀／賀茂別雷神社／エス・グルーヴ／チュチュアンナ／玉屋／ユー・エス・ジェイ

（順不同）

2019年度生の主な就職内定先（敬称略）………………………

同窓生の皆様のまわりに、京観校への入
学を考えている親族の方はいらっしゃい
ませんか？

※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。

同窓生ファミリー
奨学金のお知らせ
同窓生ファミリー
奨学金のお知らせ

給付額 50,000円
応募条件
●２親等以内の親族が京都ホテル観光ブ
ライダル専門学校、大和学園グループ
校の卒業生または在学中である者

●すべての入学選考において応募可能

採用人数　有応募資格者全員

京都ホテル観光ブライダル専門学校　同窓会事務局
TEL（075）241-0191㈹

在学中に「日本学生支援機構の奨学
金」をご利用いただいていた皆様に
以下のページにて奨学金の返還につ
いて≪注意喚起≫のご案内を掲載し
ております。
ご一読いただきますようよろしくお
願い申しあげます。

同窓生の皆様のご活躍により、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、ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

就職内定率

住所・連絡先の変更について

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、転居して住所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
ような同級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。

●京都ホテル観光ブライダル専門学校OB・OGサイトの
　「登録情報変更フォーム」に必須事項を入力・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

奨学生であった皆様へ

ご
連
絡
方
法

重要

運営
協力金の
お願い

京都ホテル観光ブライダル専門学校では、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。

●同封しております郵便振込用紙にて最寄りの郵便
局からお振込みください。
●現金書留の場合
〒604-8006 京都市中京区河原町三条上ル
京都ホテル観光ブライダル専門学校　同窓会事務局
までお送りください。

募
金
方
法

募
金
方
法協力金協力金 1口/2,000円（何口でも可）

ご協力お願い
いたします
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◆2020年3月30日より情報ライブラ
リーの蔵書検索サイトのURLが変更
になります。
https://library-taiwa.opac.jp/

◆開館時間が変更になります！
　（授業期間）9：30～18：00
　（休暇期間）9：10～16：30
　（ただし13：20～14：10は閉館）

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、お客様の声を運営
に反映させていただきます。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。
◇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：1,000円
◇申込方法：学校ホームページ「レストランキャリエール
　　　　　　予約サイト」からお申込み下さい。
※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。

～Ｆ＆Ｂサービス演習ゲスト大募集！～
母校でランチしませんか??

現在こんなことをしています！
当日の宴席の責任者（会議、会食、婚礼など）は当然ですが、
幹事様、旅行会社様と事前に打ち合わせし、当日の宴席をスムー
ズに運営できるようにしています。
先方の要望を理解し、経験、知識を生かしたプロモーションがで
きるよう、また、スタッフへの共有をするよう取り組んでいます。

同窓生へのメッセージ
当時は、ホテルへの就職も、
20年近くの勤続も予想してい
ませんでしたが、最近では、
サービスランチに2度ほど足を
運ばせていただきました。校
内も大きく変わりましたが、大
変懐かしく感じました。何より
も学生さんの取り組みに情熱
を感じました。

栗本 和也 さん
職種：宴会担当者

株式会社プリンスホテル
びわ湖大津プリンスホテル
料飲部門 宴会サービス
スーパーバイザー

現在こんなことをしています！
現在は、初めてお越しいただいたお客様のご案内をする “新規接客”
と海外挙式や沖縄、北海道などリゾート挙式を行うお客様の打ち合わ
せをする “ウエディングプランナー” をしております。状況に応じて、衣
装合わせや当日担当なども行っております。また関西圏内の会場、ジュ
エリーやエステ、二次会会場など様々な企業様と提携をしており、様々
な不安を持っている新郎新婦様の悩みを解決できるように “ブライズメ
イド” として相談に乗りご紹介をさせていただいております。その提携
企業様の窓口なども行っており日々、勉強の毎日を過ごしております。

同窓生へのメッセージ
卒業から約８年経つと、なかなか会ったり連絡を取ったりすることも
減ってきましたが、会社説明会の時に「taiwaバッチ」を見るたびに、
学生時代のことをよく思い出します。その度に教室で受けていた授業
のこと、カフェでお昼休憩にみんなと話した
こと、就職活動を励まし合い頑張ったこと、
本当に懐かしく思います。仕事のこと、家
庭のこと、お互い、抱えていることもたく
さんあると思いますが、たまには会って学
生時代みたいに話すときっと楽になることも
あるはずです！ たまには集まりましょう！！！

冨士 友里恵 さん
職種：営業、

ウエディングプランナー

株式会社レック
ブライダルカフェ事業部
アシスタントマネージャー

OB・OGサイトのご案内

　京都ホテル観光ブライダル専門学校
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

京都ホテル観光
ブライダル専門学校の

最新情報は
SNSで随時更新中！
ぜひチェックして
ください。

10００円

現場で活躍する現場で活躍する現場で活躍する 卒 業 生 紹 介

現在こんなことをしています！
キャリエールの旅行学科を卒業後、現在はご縁があってホテルユ
ニバーサルポートヴィータの人事として新卒・中途採用、新入社
員研修などに携わっております。人事担当をしているとキャリエー
ルの学生さんも然りたくさんの学生の方と出会い、様々な人の価
値観に触れることでプラスになることが多く日々成長を感じており
ます。私生活ではキャリエール時代に出会ってお付き合いしてい
た方と結婚をし、家族3人で毎日楽しく過ごしております。

同窓生へのメッセージ
卒業後はなかなか同級生とお会いする機会が減りましたが皆さ
ん、お元気でお過ごしでしょうか？キャリエールで過ごした日々は、
今でもいい思い出として残っております。また是非、同窓会等で
集まる機会がありましたら、キャリエール時代の話や現在の近況
など話せたらと思っております。中々、疲れが取れにくい歳になっ
てきましたので無理せず頑張っていきましょう。

北川 真 さん
職種：管理部 人事課

ホテルユニバーサルポート
ヴィータ

現在こんなことをしています！
入社当初から現在まで約4年間、ゲストサービスという仕事をし
ています。
お客様のお部屋までのご案内、お荷物のお預かり、観光案内など
多岐にわたります。
客室数が988室という大規模なホテルで、さまざまなお客様とお
話しをする機会があり、日々成長しています。
少しでも多くのお客様に喜んでいただくために、イベントを企画
するお仕事もさせていただいており、やりがいを感じています。

同窓生へのメッセージ
皆さん、お元気ですか。
たまに写真を見返しながら、キャリエールでの楽しかった出来事
を思い出します。
私は卒業してから何度も学校にいっているので、先生方に、また
来たのねとよく言われます。
皆さんに会える日を楽しみにしています。

林 彩乃 さん
職種：ゲストサービス

都ホテル京都八条
客室部

現在こんなことをしています！
私は現在、海外リゾート事業関西エリアの責任者として携わらせていただ
いております。卒業後はホテルブライダル・紳士服の販売営業を経て、
中途入社でご縁があり、国内の衣装をプロデュースしておりましたが、
2019年4月より新たに海外リゾート事業に挑戦させていただいておりま
す。日々変わっていくトレンドやお客様のニーズに最大限のパフォーマン
スができるよう会社としての与えられた業務に対し責任をもって取り組ん
でおります。また本年3月より新たに中京エリアの責任者として赴任致し
ますので海外リゾート事業・楽婚事業・家族挙式事業のさらなる展開の
ため日々精進していきます。
同窓生へのメッセージ
皆様お元気にお過ごしでしょうか。今でも専門学生時代の友人たちとはた
まに集まっていたり、遠方に住まいの方とはＳＮＳ等を通じて近況報告をし

ております。今年は特に同級生の結婚式も多く集まる機会が多く
今でも同じ業界で働く仲間として様々な現場でつながりを感じて
おります。またキャリエールから多くの新しい後輩が入社してきて
くれていますが、期待に満ち溢れた前向きな姿勢を見るたびに自
身の学生時代を思い出します。私も昨年結婚し家庭をもつことに
よって新たに仕事に対しての向き合い方も変わり刺激的な日々を
過ごしております。何かお手伝いできることがあればいつでもご
連絡ください！また是非一度、皆様で集まれるといいですね。

吉岡 拓実 さん
職種：営業

株式会社Best-Anniversary
第一営業部 海外リゾート事業

店舗責任者 主任

現在こんなことをしています！
添乗員として働き始めてこの春で４年目を迎えます。日帰りのバ
スツアーから学生、一般団体など様々な添乗をしています。ご旅
行が大切な思い出となるよう日々努力をしていますが、添乗は正
解が無い職業だとおもっているのでまだまだ勉強中です。
一年問わず日本全国様々な所に行って慌ただしい生活をしていま
すが、観光先の美味しいものを食べたり綺麗な景色を見る事で毎
日頑張っています。４年目になると教える立場にもなりつつありま
すがこれからも在学中に学んだ事を忘れずコツコツと頑張って行
こうと思います。
同窓生へのメッセージ
今回のお話をいただいて卒業して４年が経つのかと思うと早かっ
たような気がします。
今でも集まってお酒を飲みながら学生時代と変わらずくだらない
話をする事が私にとっては本当に大切な時間です。
仕事の話とりも何ならキャリエールで過ごした学生時代を話す事
の方が多いぐらい沢山の思い出があります。結婚もし、子供がい
る人もいますが来年で卒業して５年経つのでそろそろ同窓会がし
たいなあと思います！ 旅行学科で本当に良かったです☆

戸村 沙帆 さん
職種：添乗

ツーリストエキスパーツ
添乗員

卒業生も貸出可能
（3冊14日間）ですので、
お近くにお越しの際は
ぜひご利用ください！

情報ライブラリーより
お知らせ

情報ライブラリーより
お知らせ

左が私です
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懐かしいあの授業

チーム対抗で旅行業界の方々にツアープランを大発表！
2年間勉強した知識や技術を総動員し、チームごとに旅行を企画。
旅行業界のプロの前でプレゼンテーションをします。

卒業研究発表会旅行学科

入学してすぐに行く1年生
の親睦旅行☆ 
この旅行をきっかけにクラ
スの仲が深まります。
ホテル学科は一流ホテルで
一流のサービスを体験しま
した。

国内研修旅行ホテル学科 ブライダルプロジェクト
準備も演出も司会も、すべて学生が
主役！業界のプロが来場する卒業研
究発表会☆本物の披露宴会場で、学
生たちが自分たちで考えた独自の婚
礼プランを、クラスごとに発表。一
生懸命に考え、提案し、運営に関わ
ることは、どんな授業よりもブライ
ダルのむずかしさ、何よりも楽しさ
と喜び、やりがいを実感できます。

ブライダル学科

　卒業生の皆様に、思い出のある母校で過ご
していただくとともに懐かしい友人や教員と
旧交を温めながら、京観校の「今」を感じて
いただくことを目的として、年に1回開催し
ている同窓会総会と合同でホームカミング
デーを開催いたします。校舎見学ツアーや交
流会を予定しております。
　お忙しい中ではございますが、お誘い合わ
せの上、ぜひご参加ください。
　皆様にお会いできることを教職員一同楽し
みにしております。

同窓会は2023年３月に
30周年を迎えます！！
同窓会は2023年３月に
30周年を迎えます！！

京観校同窓会 30周年記念行事のご案内

京都ホテル観光ブライダル専門学校では、
2020年6月24日（水）に、卒業生の方を対象に
「ホームカミングデー」を開催することになりました。

おかげさまで京都ホテル観光ブライダル専門学校同窓会は2023年3月に
創立30周年を迎えます。この30周年を祝し、記念行事を開催予定です。

2023年4月頃、皆様にご案内状を送付させていただきます。
詳しくはOB・OGサイトをご覧ください。

●校長／楠井 秀和先生
　人生100年時代。残り半分、
後悔の無い人生を送りたい！

●旅行学科／髙尾 勝義先生
　最近ますます髪の毛が白化
してきました。そろそろ黒染
めしようかなと思います。

●旅行学科／山下 裕明先生
　ダイエット効果があると聞
き、コーヒーを飲んでいます
が、まだ効果がでません。

●ホテル学科／奥山 勉先生
　キャリの伝統を、しっかり
継承していきたいと思ってい
ます。

●ホテル学科／
　金子 貴行先生

　新参者でございますが、よ
ろしくお願い申し上げます。

●ブライダル学科／
　加藤 純子先生

　今年の夏も恒例の海外旅行
に行きます。それを目指して
お仕事がんばります。

●ブライダル学科／
　小倉 希穂先生

　我が家に猫が増えました。
可愛いですが私はやっぱり犬
派です！

●ブライダル学科／
柿原 智江先生

　娘が10歳になりました。月
日が経つのが早いですね！

●教務部／池田 隆二先生
　サイクリングが趣味で最近
は石清水八幡宮まで行きまし
た。

●教務部／田島 絢子先生
　4歳の子供とお揃いのTシャ
ツを着て音楽フェスを楽しん
でます♪

●ライブラリー／
西岡 義子先生

　憧れの人に会えました。司
書を続けていて良かった！

●就職部／辻 智子先生
　就職部に着任して1年が経
ちました。6月のホームカミン
グデー、必ず来て下さい！

●就職部／森 庸郎先生
　オシャレな趣味に憧れて、
ハーブの栽培を始めました。

●就職部／関口 陽子先生
　時々大文字山に登っていま
す。気軽に参道から30分ほど
で登ることができますよ！

●就職部／佐治 智子先生
　昨年結婚をし、新生活がス
タートしました。最近は料理
にハマっています！

20周年記念パーティの様子

教 職 員教 職 員
Message


