
ホテルビジネス科［2年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

ホテルビジネス概論Ⅰ 16 １年 前期・後期 ホテル勤務経験

ホテルビジネス概論Ⅰ 18 １年 前期 ホテル勤務経験

ホテルビジネス概論Ⅰ 42 １年 前期・後期 ホテル勤務経験

ホテルビジネス概論Ⅰ 52 １年 前期・後期 飲食店経営経験

ホテルサービス実務Ⅰ 50 1年 前期・後期 飲食店経営経験

ホテルサービス実務Ⅰ 40 1年 前期・後期 ホテル勤務経験

インターンシップ実習 360 1年 前期・後期 ホテル勤務経験

外国語Ⅰ 80 1年 前期・後期 英会話塾経営経験

外国語Ⅰ 60 1年 前期・後期 英会話塾勤務経験

基礎教養Ⅰ 22 1年 前期・後期 IT講師経験

基礎教養Ⅰ 16 1年 前期 接客講師経験

基礎教養Ⅰ 22 1年 前期・後期 ビジネス講師経験

ホテルビジネス概論Ⅱ 70 ２年 前期・後期 ホテル勤務経験

ホテルビジネス概論Ⅱ 60 ２年 前期・後期 飲食店経営経験

ホテルビジネス概論Ⅱ 60 2年 前期・後期 ホテル勤務経験

ホテルサービス実務Ⅱ 140 2年 前期・後期 飲食店経営経験

ホテルサービス実務Ⅱ 10 2年 前期 製菓店勤務経験

ホテルサービス実務Ⅱ 70 2年 前期・後期 ホテル勤務経験

ホテルサービス実務Ⅱ 30 2年 集中 ホテル勤務経験

外国語Ⅱ 50 2年 前期・後期 英会話塾経営経験

ホテルプロジェクト 58 2年 前期・後期 結婚式場勤務経験

ホテルプロジェクト 100 2年 前期・後期 ホテル勤務経験

科目時間合計 1426

ブライダルビジネス科［2年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

ブライダルビジネス概論Ⅰ 16 1年 前期 結婚式場勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅰ 50 1年 前期・後期 商業デザイン会社勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅰ 40 1年 前期 結婚式場勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅰ 20 1年 後期 結婚式場勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅱ 30 2年 前期 婚礼衣装会社勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅱ 80 2年 前期・後期 結婚式場勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅱ 12 2年 前期 結婚式場勤務経験

ブライダルビジネス概論Ⅱ 60 2年 前期・後期 商業デザイン会社勤務経験

ブライダルサービス実務Ⅰ 16 1年 前期・後期 生花店経営経験

ブライダルサービス実務Ⅰ 20 １年 後期 アナウンサー実務経験

ブライダルサービス実務Ⅰ 20 １年 後期 美容院勤務経験

ブライダルサービス実務Ⅱ 36 2年 前期 結婚式場勤務経験

ブライダルサービス実務Ⅱ 20 2年 前期 結婚式場勤務経験

ブライダルサービス実務Ⅱ 44 2年 集中 結婚式場勤務経験

盛岡外語観光＆ブライダル専門学校　実務経験のある教員等による授業科目一覧

授業科目名

授業科目名

ホテルビジネス概論Ⅱ（マナープロトコール）

ホテルビジネス概論Ⅱ（ホテル実務）

基礎教養Ⅰ（アピアランス）

ホテルサービス実務Ⅱ（SV実践）

ホテルサービス実務Ⅱ（食品衛生）

外国語Ⅱ（ホテル英会話）

ホテルプロジェクト（ブライダル実務）

ホテルプロジェクト（ホテルプロジェクト）

基礎教養Ⅰ（PCスキル）

ホテルサービス実務Ⅱ（HRS）

ホテルサービス実務Ⅱ（夏季特講）

ホテルビジネス概論Ⅰ（プロジェクト企画）

ホテルビジネス概論Ⅰ（フォーマルウェア）

ホテルビジネス概論Ⅰ（ホテル実務）

ホテルビジネス概論Ⅰ（飲材知識）

ホテルサービス実務Ⅰ（SV実践Ⅰ）

ホテルサービス実務Ⅰ（HRS）

インターンシップ実習（インターンシップ）

外国語Ⅰ（英会話）

外国語Ⅰ（ホテル英会話）

基礎教養Ⅰ（基礎教養）

ホテルビジネス概論Ⅱ（飲材知識）

ブライダルサービス実務Ⅰ（フラワーアレンジメント）

ブライダルサービス実務Ⅰ（ヘアアレンジ）

ブライダルビジネス概論Ⅰ（専攻授業　プランナー）

ブライダルビジネス概論Ⅱ（フォーマルウェア）

ブライダルビジネス概論Ⅱ（映像編集）

ブライダルビジネス概論Ⅰ（ビジュアルデザイン）

ブライダルビジネス概論Ⅰ（ドレス）

ブライダルビジネス概論Ⅰ（色彩学）

ブライダルビジネス概論Ⅱ（婚礼衣装）

ブライダルビジネス概論Ⅱ（ブライダルコーディネート技能検定）

ブライダルサービス実務Ⅰ（MCスキル）

ブライダルサービス実務Ⅱ（専攻授業　プランナー）

ブライダルサービス実務Ⅱ（ビジネスワーク）

ブライダルサービス実務Ⅱ（研修旅行）
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インターンシップ実習 300 1年 集中 結婚式場勤務経験

インターンシップ実習 66 1年 集中 結婚式場勤務経験

インターンシップ実習 16 1年 前期 接客講師経験

インターンシップ実習 44 1年 前期 結婚式場勤務経験

インターンシップ実習 24 1年 前期・後期 ホテル勤務経験

ブライダルプロジェクトⅠ 120 1年 後期 結婚式場勤務経験

ブライダルプロジェクトⅡ 30 2年 前期・後期 結婚式場勤務経験

ブライダルプロジェクトⅡ 200 2年 後期 結婚式場勤務経験

ブライダルプロジェクトⅡ 66 2年 後期 結婚式場勤務経験

ブライダルプロジェクトⅡ 80 2年 後期 結婚式場勤務経験

科目時間合計 1410

トラベルビジネス科［２年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

観光ビジネス概論Ⅰ 50 １年 後期 航空関連会社勤務経験

観光ビジネス概論Ⅰ 16 １年 前期・後期 接客講師経験

観光ビジネス概論Ⅰ 18 １年 後期 航空関連会社勤務経験

旅行業務概論Ⅰ 60 1年 前期・後期 旅行関連会社勤務経験

旅行業務概論Ⅰ 40 1年 前期 旅行関連会社勤務経験

旅行業務概論Ⅰ 60 1年 前期・後期 旅行会社勤務経験

旅行業務概論Ⅰ 60 1年 前期 旅行関連会社勤務経験

外国語Ⅰ 60 1年 前期・後期 英会話講師経験

観光マネジメント学Ⅰ 50 1年 後期 旅行会社勤務経験

観光ビジネス概論Ⅱ 40 2年 前期・後期 旅行会社勤務経験

観光マネジメント学Ⅱ 70 2年 前期・後期 旅行会社勤務経験

外国語Ⅱ 60 2年 前期・後期 英会話講師経験

基礎教養Ⅱ 22 2年 後期 手話通訳経験

科目時間合計 606

外語コミュニケーション科［２年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

言語運用能力Ⅰ 80 1年 前期・後期 英会話講師経験

言語運用能力Ⅰ 60 1年 前期・後期 英会話講師経験

ビジネス概論Ⅰ 60 1年 前期・後期 ホテル勤務経験

ビジネス概論Ⅰ 60 1年 前期・後期 旅行会社勤務経験

基礎教養Ⅰ 16 1年 前期 接客講師経験

言語運用能力Ⅱ 60 2年 前期・後期 英会話講師経験

言語運用能力Ⅱ 60 2年 前期・後期 英会話講師経験

ビジネス概論Ⅱ 20 2年 前期 サービス講師経験

ビジネス概論Ⅱ 35 2年 前期・後期 旅行会社勤務経験

ビジネス概論Ⅱ 60 2年 前期・後期 貿易実務経験

基礎教養Ⅱ 40 2年 後期 手話通訳業務経験

抜粋科目合計 551

旅行業務概論Ⅰ（旅行業法）

観光ビジネス概論Ⅱ（海外観光資源）

基礎教養Ⅱ（手話）

言語運用能力Ⅰ（ビジネス英語）

ビジネス概論Ⅰ（ホテルサービス）

ビジネス概論Ⅰ（海外観光資源）

言語運用能力Ⅱ（観光英語）

言語運用能力Ⅱ（英会話）

観光マネジメント学Ⅰ（国内旅程管理研修）

外国語Ⅰ（観光英語）

外国語Ⅱ（観光英語）

観光マネジメント学Ⅱ（ツアープランニング）

ビジネス概論Ⅱ（サービス介助）

ビジネス概論Ⅱ（貿易実務）

ビジネス概論Ⅱ（海外観光資源）

授業科目名

基礎教養Ⅱ（手話）

基礎教養Ⅰ（アピアランス）

言語運用能力Ⅰ（観光英語）

ブライダルプロジェクトⅡ（ブライダルプロデュース）

ブライダルプロジェクトⅡ（プロジェクトミッション）

授業科目名

観光ビジネス概論Ⅰ（空港接遇基礎）

ブライダルプロジェクトⅠ（プロジェクト企画）

旅行業務概論Ⅰ（旅行業約款）

旅行業務概論Ⅰ（国内観光資源）

旅行業務概論Ⅰ（国内運賃・料金）

観光ビジネス概論Ⅰ（アピアランス）

観光ビジネス概論Ⅰ（サービス接遇基礎）

ブライダルプロジェクトⅡ（卒業研究）

ブライダルプロジェクトⅡ（商品化企画）

インターンシップ実習（アピアランス）

インターンシップ実習（インターンシップ実習準備）

インターンシップ実習（サービス実践）

インターンシップ実習（業界インターンシップ実習）

インターンシップ実習（ホテルインターンシップ実習）

 2



総合ビジネス科［2年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

企業実務Ⅰ 18 1年 前期 ホテル勤務経験

企業実務Ⅰ 90 1年 前期 銀行勤務経験

企業実務Ⅰ 40 1年 前期 手話通訳業務経験

ビジネス実務Ⅰ 22 1年 前期 銀行勤務経験

ビジネス実務Ⅰ 140 1年 前期・後期 病院(事務職種)勤務経験

ビジネス実務Ⅰ 38 1年 前期・後期 企業勤務・社会人ﾏﾅｰ講師経験

基礎教養Ⅰ 40 1年 前期 服飾販売経験

基礎教養Ⅰ 16 1年 前期 接客講師経験

企業実務Ⅱ 18 2年 後期 企業勤務・社会人ﾏﾅｰ講師経験

企業実務Ⅱ 50 2年 後期 銀行勤務経験

ビジネス実務Ⅱ 38 2年 前期 企業勤務・社会人ﾏﾅｰ講師経験

ビジネス実務Ⅱ 28 2年 前期 企業勤務・社会人ﾏﾅｰ講師経験

ビジネス実務Ⅱ 36 2年 前期・後期 茶道教室経営経験

ビジネス実務Ⅱ 30 2年 前期・後期 華道教室経営経験

ビジネス実務Ⅱ 30 2年 前期 IT業務経験

FP概論Ⅱ 30 2年 前期・後期 銀行勤務経験

FP概論Ⅱ 20 2年 後期 銀行勤務経験

基礎教養Ⅱ 72 2年 前期・後期 服飾販売経験

基礎教養Ⅱ 14 2年 前期 婚礼衣装会社勤務経験

科目時間合計 770

パティシエ科２年コース［２年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

衛生法規 20 1年 前期 保健所勤務経験

食品衛生学 80 1年 前期・後期 衛生関連勤務経験

公衆衛生学 40 1年 前期・後期 衛生関連勤務経験

食品学 40 1年 後期 衛生関連勤務経験

製菓理論 60 1年 前期・後期 ホテル(製菓職種)勤務経験

製菓実習 220 1年 前期・後期 製菓販売店経営経験

インターンシップ実習 100 1年 集中 製菓販売店経営経験

スイーツ産業論 130 2年 前期 製菓販売店勤務経験

店舗運営学 30 2年 前期・後期 包装会社勤務経験

創作菓子 106 2年 前期・後期 製菓販売店勤務経験

創作菓子 60 2年 前期・後期 製菓販売店勤務経験

創作菓子 60 2年 前期・後期 製パン販売店勤務経験

創作菓子 40 2年 前期・後期 製パン販売店勤務経験

基礎教養Ⅱ 66 2年 前期 製菓・調理実務経験

基礎教養Ⅱ 28 2年 後期 調理実務経験

科目時間合計 1080

基礎教養Ⅱ（着こなしマナー）

企業実務Ⅰ（手話）

基礎教養Ⅰ（ホームメイド）

基礎教養Ⅰ（アピアランス）

企業実務Ⅱ（文書処理　表計算）

企業実務Ⅱ（秘書）

ビジネス実務Ⅱ（ビジネス文書）

衛生法規

授業科目名

ビジネス実務Ⅱ（ビジネスマナー）

ビジネス実務Ⅱ（茶道）

ビジネス実務Ⅱ（華道）

ビジネス実務Ⅱ（ビジュアルデザイン）

FP概論Ⅱ（社会人教養）

基礎教養Ⅱ（ホームメイド）

ビジネス実務Ⅰ（情報活用基礎）

ビジネス実務Ⅰ（医療事務）

ビジネス実務Ⅰ（ビジネスマナー）

FP概論Ⅱ（FP概論）

企業実務Ⅰ（サービス実践）

授業科目名

企業実務Ⅰ（ファイナンシャルプランニング）

食品衛生学

食品学

創作菓子（和菓子実習）

創作菓子（パン実習）

創作菓子（カフェ実習）

インターンシップ実習

基礎教養Ⅱ（フードコーディネーター　科学）

製菓理論

公衆衛生学

基礎教養Ⅱ（フードコーディネーター　文化）

製菓実習

スイーツ産業論

創作菓子（洋菓子実習・コンテスト）

店舗運営学（ラッピング）
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パティシエ科１年コース［１年制］

単位名 授業時間数 履修年次 開講時期 講師の実務経験

衛生法規 20 1年 前期 保健所勤務経験

食品衛生学 80 1年 前期・後期 衛生関連勤務経験

公衆衛生学 40 1年 前期・後期 衛生関連勤務経験

食品学 40 1年 後期 衛生関連勤務経験

製菓理論 60 1年 前期・後期 ホテル(製菓職種)勤務経験

製菓実習 220 1年 前期・後期 製菓販売店経営経験

インターンシップ実習 100 1年 集中 製菓販売店経営経験

科目時間合計 560

公衆衛生学

食品学

製菓理論

製菓実習

インターンシップ実習

衛生法規

食品衛生学

授業科目名
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