
No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 国内旅行業務旅行業約款Ⅰ 86 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 必修

2 国内旅行業務運賃・料金Ⅰ 70 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 必修

3 国内旅行業務国内地理Ⅰ 81 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 必修

4 総合旅行業務国際航空運賃Ⅰ 22 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 必修

5 沖縄観光Ⅰ 24 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

6 企業研修 138 企業担当者 連携企業等（５社） 必修

7 ＡＸＥＳＳ 34 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 必修

8 沖縄観光Ⅱ 32 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

9 総合旅行業務国際航空運賃Ⅱ 24 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

10 国内旅行業務旅行業約款Ⅱ 48 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

11 国内旅行業務運賃・料金Ⅱ 36 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

12 国内旅行業務国内地理Ⅱ 39 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

13 総合旅行業務国際航空運賃Ⅱ 48 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

14 国内旅行業務旅行業約款Ⅱ 41 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

15 国内旅行業務運賃・料金Ⅱ 36 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

16 国内旅行業務国内地理Ⅱ 36 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修

17 総合旅行業務国際航空運賃Ⅱ 24 喜友名　瞳美 旅行会社 添乗業務歴３年 選択必修
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合計 819

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 ワールドトラベル科



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 ハートフルマナー 16 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

2 エアライン業界研究 32 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

3 エアラインビジネススタディ 27 比嘉　祐子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴８年 必修

4 エアラインビジネススキルＧＳ 20 吉原　亜矢子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 必修

5 エアラインビジネススキルＣＡ 20 崎山　さとみ 国内航空会社 客室乗務員歴２２年 必修

6 面接指導Ⅰ 42 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

7 航空会社研修 40 企業担当者 連携企業等（１社） 必修

8 ＡＸＥＳＳ演習 30 吉原亜矢子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 必修

9 沖縄観光 40 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 選択必修

10 入社前トレーニングⅠ 106 吉原　亜矢子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 選択必修

11 面接指導Ⅱ 66 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 選択必修

12 沖縄観光 16 仲井間　利加子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 選択必修

13 面接指導Ⅱ 2 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 選択必修
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合計 457

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 エアラインビジネス科（２年制）



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 ハートフルマナー 16 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

2 エアライン業界研究 32 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

3 エアラインビジネススタディ 27 比嘉　祐子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴８年 必修

4 エアラインビジネススキルＧＳ 20 吉原　亜矢子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 必修

5 エアラインビジネススキルＣＡ 20 崎山　さとみ 国内航空会社 客室乗務員歴２２年 必修

6 面接指導Ⅰ 42 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

7 航空会社研修 40 企業担当者 連携企業等（１社） 必修

8 ＡＸＥＳＳ演習 30 吉原　亜矢子 那覇空港 ＡＮＡ グランドスタッフ歴６年 必修

9 ビジネススタディ 63 崎山　さとみ 国内航空会社 客室乗務員歴２２年 必修

10 面接指導Ⅱ 51 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

11 沖縄観光Ⅱ 18 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

12 沖縄観光Ⅲ 34 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

13 面接指導Ⅲ 76 藤吉　綾子 国内航空会社 客室乗務員歴１０年 必修

14 沖縄観光Ⅲ 6 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 選択必修
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合計 475

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 エアラインビジネス科（３年制）



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 沖縄観光 22 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

2 エアポート実務（基礎） 40 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

3 ＩＡＴＡディプロマ基礎 162 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

4 グランドハンドリング実習 80 企業担当者 連携企業等（２社） 必修

5 車両牽引実習 40 企業担当者 連携企業等（１社） 必修

6 エアポート実務Ⅰ 24 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

7 エアポート実務Ⅱ 72 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

8 エアポートＫＹＴ 64 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

9 エアポート実務Ⅱ 4 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 選択必修

10 エアポートＫＹＴ 4 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 選択必修
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合計 512

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 エアポートビジネス科 グランドハンドリングコース



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 沖縄観光 22 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

2 エアポート実務（基礎） 40 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修

3 ＩＡＴＡディプロマ基礎 162 市原　瑞貴 空港サービス業務歴３年 必修
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合計 224

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 エアポートビジネス科 エアカーゴコース



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 沖縄観光Ⅰ 26 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

2 ホテル実務Ⅰ 28 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

3 宿泊サービス 125 大冝見　汐織 ホテル業務歴１０年 必修

4 料飲サービス 104 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

5 西洋料理Ⅰ 36 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

6 インターンシップ 60 企業担当者 連携企業等（５社） 必修

7 沖縄観光Ⅱ 44 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

8 西洋料理Ⅱ 110 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

9 西洋料理実技 158 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

10 ホテル実務Ⅱ 50 大冝見　汐織 ホテル業務歴１０年 必修

11 ホテル実務Ⅱ 22 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修
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合計 763

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 ホテル・ブライダル科 ホテルリゾートコース



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 沖縄観光Ⅰ 26 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

2 インターンシップ 20 企業担当者 連携企業等（８社） 必修

3 ブライダルヘアメイクⅠ 28 Ｈ＆Ｍ２５６ 連携企業等（１社） 必修

4 ブライダル概論 14 ＢＩＣ沖縄 連携企業等（１社） 必修

5 フラワーブーケ 16 新垣　裕子 フラワーアレンジ業務歴１３年 必修

6 ウエディング空間デザインⅠ 16 友寄　わかこ ウェディングプランナー歴１０年 必修

7 ドレスコーディネイト 46 喜名　和歌子 ウエディングフロント歴１０年 必修

8 ブライダルコーディネートⅠ 64 喜名　和歌子 ウエディングフロント歴１０年 必修

9 披露宴実習Ⅰ 32 與那城　幸美 ホテル業務歴５年 必修

10 ウエディングセレモニー演習Ⅰ 28 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

11 ブライダルヒューマンスキルⅠ 57 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

12 沖縄観光Ⅱ 42 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 必修

13 ブライダルヘアメイクⅡ 24 Ｈ＆Ｍ２５６ 連携企業等（１社） 必修

14 ウエディングセレモニー演習Ⅱ 73 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

15 ブライダルコーディネート実習 10 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

16 フラワーアレンジメント 26 新垣　裕子 フラワーアレンジ業務歴１３年 必修

17 ブライダルコーディネートⅡ 43 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

18 ウエディング空間デザインⅡ 32 友寄　わかこ ウェディングプランナー歴１０年 必修

19 ブライダルヒューマンスキルⅡ 49 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 必修

20 沖縄観光Ⅱ 8 仲井間　利加子 バスガイド歴２０年 選択必修

21 ブライダルコーディネートⅡ 30 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 選択必修

22 フラワーアレンジメント 8 新垣　裕子 フラワーアレンジ業務歴１３年 選択必修

23 ブライダルコーディネート実習 18 田村　明子 ウェディングプランナー歴１０年 選択必修

合計 710

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 ホテル・ブライダル科 ブライダルコース



No 科目名 時間数 教員名 経歴 備考

1 グローバルビジネス環境論１ 32 川添　樹子 海外国営航空会社での勤務３年 必修

2 グローバルビジネス環境論２ 54 川添　樹子 海外国営航空会社での勤務３年 必修

3 経営学入門 22 川添　樹子 海外国営航空会社での勤務３年 必修

4 起業家精神と企業論 36 末吉　彩 外資系企業での勤務６年 必修

5 イノベーション論 27 末吉　彩 外資系企業での勤務６年 必修

6 ビジネス英語・ビジネスコミュニケ―ション 67 ダン　アントンセン 外資系企業での勤務３０年 必修
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合計 238

実務経験のある教員による授業科目一覧

【学校名】 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

【学科名】 グローバルビジネス科


