
平成31年度　新1年生行事スケジュールのお知らせ

　新入生スタート研修（1泊2日）

　新入生オリエンテーションⅡ

　　□学生便覧　□学生細則　□単位認定システム

　　□各担任による個別面談

　新入生オリエンテーションⅢ

　　□年間スケジュール　　　　　 □時間割発表

　　□教科書教材渡しと説明　 □ロッカー案内　　□各担任による個別面談

4月2日(火)

　健康診断

　　※視力検査がありますのでコンタクト・メガネ使用の方は持参して下さい

　新入生スタート研修説明会　、　メンタルヘルスセミナー

4月3日(水)-4日(木)

平成31年3月吉日

新1年生・保護者各位

名古屋観光専門学校　学務室

TEL：052-263-6881　FAX：052-263-6882

記

新入生スケジュール

参照1 4月1日(月)

　新入生オリエンテーションⅠ　、　参考テスト　、　IPテスト(航空学科のみ）

　　・担任紹介　・オリエンテーションスケジュール確認

　　・書類提出　・証明書手続き　等

　　　拝啓　皆様におかれましては益々のご清祥の事とお慶び申し上げます。

　　　入学式も間近に迫り、希望と期待に溢れる毎日ではないかと存じます。

　　　下記の通り、新入生行事スケジュールをご案内致しますので、しっかりとご確認の上、

　　　必ずご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

参照2

4月9日(火)

4月10日(水)

参照3

　※可能な限り、ご出席くださいますようお願い申し上げます

参照8 4月15日(月)

　入学式

　前期授業開始

参照4 4月8日(月)

参照5

参照6

参7 4月11日(木)

参照9 4月21日(日)
　保護者説明会



：

：

：

：

：

～

1.　　新入生オリエンテーションⅠ　、　参考テスト　、　ＩＰテスト

日時 平成31年4月1日（月）　13：15　学校集合

受付時間 12:20 ～ 12:50

　　　【ホテル学科】【旅行学科】【鉄道交通学科】 　　　【航空ビジネス学科】

受付時間 13:15

スケジュール スケジュール

13:30 ～ 15:30ＩＰテスト

説明 13:00 ～

□連絡先（学務室）：　052-263-6881　　担当：木村

内容 ・担任紹介

※ブライダル学科は、参考テストがありませんので、13：30から【　チャペル　】にてオリエンテーションを始めます。

集合場所 名古屋観光専門学校　1階ロビー

やむを得ず欠席・遅刻をする場合は、前もって必ずご連絡ください。

※13：00完全着席下さい

持ち物 ①筆記用具

②学生証貼付用写真（1枚）

・オリエンテーション期間のスケジュール確認

・学生証、交通機関証明書の手続き

・資格検定取得状況、保護者説明会出席表の回収

③資格検定取得状況、保護者説明会出欠表（書類1）

　　※この冊子の最後のページに表がありますので記入の上、提出して下さい。

　　・横3ｃｍ　×　縦4ｃｍにカットしたもの

　　・高等学校制服での写真は不可

　　・写真の裏面に、学科名と氏名を記入する

参考テスト 13:30 ～ 14:30

オリエンテーションⅠ 14:40 ～ 16:30 オリエンテーションⅠ 15:40 ～ 17:00

使用教室

【ブライダル】 チャペル 【ホ テ ル】 603教室 【旅   行】 501教室

【航   　空】 602教室 【鉄   道】 401教室

終日、同じ教室にて行います。
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□連絡先（学務室）：　052-263-6881　　担当：各学科担任

時間

2.　　新入生スタート研修説明会　、　メンタルヘルスセミナー

やむを得ず欠席・遅刻をする場合は、前もって必ずご連絡ください。

日時 平成31年4月2日（火）　9：20　学校集合

スケジュール 教室

　旅行・航空ビジネス・鉄道交通学科は新入生スタート研修説明会

　ブライダルビジネス・ホテル学科は新入生スタート研修説明会

　旅行・航空ビジネス・鉄道交通学科はメンタルヘルスセミナー

　終了後、解散

603

3.　　新入生スタート研修

　　　 2年間の学生生活を有意義に送るための研修になりますので、原則新入生全員の参加でお願い申し上げます。

日程 　平成31年4月3日（水）　～　4月4日（木）

　6.　就職する意味、意義と仕事のやりがい

　　  9：30～

　　10：30～

602

603

602

　ブライダルビジネス・ホテル学科はメンタルヘルスセミナー

集合時間・場所 　9：15　　地下鉄名城線矢場町駅1番出口　集合

　3.　就職内定システム（人・期間・環境）

　4.　各業界の魅力、現状と将来性

　5.　企業の求める人財

内容 　1.　教育の内容（専門知識・専門能力・現場力）

　2.　キャンパスライフ（挨拶・マナー・協調性）

　9.　レクリエーションを通じての親睦会

10.　在校生からのアドバイス

※詳細については、別紙にてご案内いたします。

　7.　カリキュラム

　8.　教育イベント
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女子：ブライダルビジネス学科

　9:10

10:20

男子：鉄道交通学科

男子：ブライダルビジネス・ホテル・旅行・航空ビジネス学科

4.　　健康診断

日時 平成31年4月8日（月）

※集合時間は、各学科・性別によって異なりますので、下記の表にてご確認ください

※視力検査がありますのでコンタクト・メガネ使用の方は持参して下さい

※アクセサリー類は全て外して下さい

※手荷物は少なめにして下さい

※女子は無地のＴシャツをあらかじめ着用してきて下さい

5.　　オリエンテーションⅡ

日時 平成31年4月9日（火）　9：20～

内容 ・学生便覧　/　学生細則　　・単位認定システム

・各担任による個別面談

持ち物 ・筆記用具

使用教室

注意事項

学科 教室 学科 教室

集合場所 名古屋観光専門学校校舎　1階ロビー

11:20

13:30

14:30

女子：旅行・航空ビジネス・鉄道交通学科

女子：ホテル学科

ホテル学科 603教室 航空ビジネス学科 602教室

旅行学科 501教室 鉄道交通学科 401教室

ブライダルビジネス学科 チャペル - -
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6.　　オリエンテーションⅢ

日時 平成31年4月10日（水）　9：20～

内容

持ち物 ・筆記用具

注意事項 教科書教材渡しについて

・教科書教材等の金額と支払方法については、別紙教科書教材一覧表及び振込依頼書を

・年間スケジュール　/　時間割発表

・教科書教材渡しと説明　/　ロッカー案内

・各担任による個別面談

学科 教室 学科 教室

　ご覧ください。

・教科書教材一覧表及び振込受領書（教科書引換券）は

　引き渡しの際に必要となりますので、忘れずにお持ちください。

ブライダルビジネス学科 チャペル - -

ホテル学科 603教室 航空ビジネス学科 602教室

旅行学科 501教室 鉄道交通学科 401教室



：

：

8.　　授業開始

　平成31年4月15日（月）より、通常授業を開始いたします。

　※授業開始時間は9：20ですが、開始10分前までに間違いのないように指定教室に入室し待機してください。

  名古屋駅5・6・7番出口ミッドランドスクエア方面徒歩4分

◆ご案内◆ ・服装は、例年スーツの方が多いです

・時間に余裕を持って開始の10分前までには着席をお願い致します

7.　入学式（名古屋観光専門学校、名古屋スクール・オブ・ビジネス合同入学式）

日時 平成31年4月11日（木）　14：00開場　　14：30開始

場所 ウィンクあいち（愛知産業労働センター）2階　大ホール

・式に参列される保護者の方は、入学式会場（ウィンクあいち2階大ホール）へ直接お越し頂き、

14：25までに着席くださいますようお願い申し上げます。

　※欠席及び遅刻の場合は、必ず、授業開始前に各担任までご連絡ください。
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記

日時 平成31年4月21日（日）

受付　9：10～　　開始　9：30　～　12：30　

場所 名古屋観光専門学校

内容 ①教育理念　　　②就職環境と就職サポート　　  ③年間スケジュール

9.　　保護者説明会

　新入生スタート研修（4/3～4/4）での内容、概略を中心に学生の皆さんが充実した2年間の学園生活を

　送れますよう、下記事項についてご説明・ご案内をいたします。

　何卒、保護者の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

　※書類Ⅰに保護者説明会の出欠の有無をご記入ください。

　※学生は出席の必要はありません。

④カリキュラム　　 ⑤資格検定　　⑥単位認定　　⑦質疑応答

※メンタルヘルスセミナー

以上　　　



1. ：

2. ：

3. ：

4. ：

5. ：

6. ：

宿泊場所 伊良湖ビューホテル

　　住所　/　愛知県田原市日出町骨山1460-36

　　TEL　/　0531-35-6111

行程 日程表参照

集合時間・場所 9時15分　矢場町駅　久屋大通り沿い（地下鉄名城線矢場町駅　1番出口）

　※集合時間には遅れないようにしてください。

費用 21,500円

　※お振り込みに関しましては、別紙教科書一覧表及び振込依頼書に従い、

　　 教科書・教材と共にお振り込みください。

以上　　　

　※交通手段遅延等、やむを得ない理由での遅刻の場合は必ず連絡してください。

　　 □連絡先（学務室）：　052-263-6881　　担当：木村

研修目的 本校の教育の内容や就職活動について全体会・分科会を通じて、指導・説明を致します。

2日間を通じて、将来に対する明確なビジョンや目標作りを行う有意義な研修となりますので

必ずご参加ください。

　さて、本校では新入生全員に対して下記の日程でオリエンテーションを兼ねて、新入生スタート研修を行って

おります。将来、行かいのプロフェッショナルになる為のスタートとなる非常に大切な2日間となります。

また、同じ目標を持つ大切な友人との絆を深める時間となります。

趣旨をご理解の上、ご協力頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

日程 平成31年4月3日（水）　～　4月4日（木）　1泊2日

新入生スタート研修のお知らせ

拝啓　春寒の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度は、ご入学おめでとうございます。
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　　新入生スタート研修　日程表

　　栄　　→→→　名古屋IC　→→→　（東名）　→→→　赤塚PA　→→→

9：30出発

→　豊川IC　→→→　豊川バイパス　→→→　　恋路ヶ浜（昼食）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12：30　～　13：20

→→→　伊良湖ホテル着

　　　　　　  13：40頃

詳しいスタート研修の内容は、4月2日のスタート研修説明会でご案内致します

◆　注意事項　◆

持ち物 筆記用具　、　健康保険証（コピー可）

学生便覧　、　ネームプレート　、　バインダー

※新入生オリエンテーションでお渡しします

服装 スーツ

1日目
4月3日

（水）

※企業の新入社員研修と同じようにリクルートスーツでの参加となりますので、

　 前もってご準備くださいますようお願い申し上げます。

時間厳守 団体行動ですので、集合時間・分科会開始時間等、必ず時間を守ってください

4月4日

（木）
2日目

　【オリエンテーション】

　　　9：00　　分科会Ⅲ　：　就職・仕事について

　　13：00　　分科会Ⅳ　：　在校生アドバイス

　　ホテル　　→→→　音羽蒲郡IC　→→→　名古屋IC　→→→　　栄着

15：30出発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17：30頃

宿泊先　：　伊良湖ビューホテル

TEL：　0531-35-6111

　【オリエンテーション】

　　14：00　　開校式

　　14：30　　分科会Ⅰ　：　教育内容について

　　19：15　　分科会Ⅱ　：　レクリエーション



※

　【　資格検定取得状況表　】

　　すでに取得している資格については「既取得」の欄に○印を付けてください。

　　ワープロ検定に関しては、日商・全商のいずれかに○印を付けてください。

　　一覧以外の資格を取得している場合は、「その他」に記入してください。

資格名 既取得 資格名 既取得

（　書類1　）

　実用英語検定　準2級 　サービス接遇検定　　　  2級

　国内旅行業務取扱管理者 　色彩技能検定　　　　　 2級

　総合旅行業務取扱管理者 　色彩技能検定　　　　　 3級

　観光英語検定　　 2級 　ホテル実務技能検定　　1級

　サービス接遇検定　　 準1級

　世界遺産検定　　 3級

　秘書技能検定　　 2級

　秘書技能検定　　 3級

　ワープロ検定(日商　・　全商)　　1級

　世界遺産検定　　 2級

　ワープロ検定(日商　・　全商)　　2級

　ワープロ検定(日商　・　全商)　　3級

　尚、当取得資格状況表・保護者説明会出欠表は、4月1日(月）のオリエンテーション時に

　ご提出いただきますので、忘れないように必ずお持ちください。

　【　保護者説明会出欠表　】

学

科

学

生

名

保

護

者

名

出

・

欠

コ

ー

ス

　実用英語検定　　 3級 　中国語検定　　　　　　　4級

　TOEIC 点 　中国語検定　　　　　 準4級

　秘書技能検定　準1級 　※その他の取得資格は、下記に記入してください

　観光英語検定　　 3級 　ホテル実務技能検定　　2級

　実用英語検定　　 2級


