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同窓会になくてはならない“橋本
スマイル亀どこかの総理大臣よ

リゼンゼンカッコイ～～～:この

笑顔に会いたくて来るんだよね。

第4回「東京エアトラベル専F]学校同窓会Jは 、昨年7月 4日 、東京フリンスホテルで覇1催されました 会場に

なった東京フリンスホテル、レストランフリンスヒラは全面かカラス張りで、夏のハーテレイにはヒッタリl卜 [￢ ヒ

カルな雰囲気の中、なつかしい話に華かさきました 次は第5回 、とんな顔か… とんな議か  とんな事件か?

今年は、

■19月11日 (土 )に開催。
場所はカ ンスホテルです。

参加
無料 学校の1時のお友達とのおつき

－合いも大事です6

ボクはいい子にしてるから、
2人￨で仲良く参加して
￨－ください。アッ、ボク

も一緒に行けば

いいのか!

′ツド:ママいつもお仕事ごく
る■￨￨まで―す:年に一度の同
窓会i tlちいろ忙しいと思うけど、
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さまざまな年代のOB
OG達が多数出席。年々

大勢になるのでご報告し

きれません.ゴメンナサイ。

新役員の面々。photo真 ん中

昭和56年 。東京ビジネス専門学校 観光学科卒

斉藤 猛さん  野村ツーリストビューロー

まとめ役は大変だけど、ガンバッテ!

田中育英会1会長

田中 健児 ￨
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同審書菫員0皆さん七『おどり0書和て思Ltっきリ
リツートライフを楽しもうI
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TCIE(02●7)53・ 3231
東京エアトラベル専門学校「みどりの村宿泊係」まで!
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長野県の望月にあるリゾート型研修施設です。在校生
の研修のみでなく、卒業生にもご家族でご不U用 いただ
けます。ログハウスをファミリー貸切も可。本館で民宿
気分も可。温泉 (露天風呂もあり)にゆっくりつかって、
日頃のストレスをふきとばしませんか!!

お…人さま 1泊 2食付  ¥5,000
※
舗墓辮鶴 甚t=彙鷺『倉I`鍛ゝ

●

※チェック・インは
こちらです。〒384－ 2201 長野県北佐久郡望月町望月印内561－1

TEL 0267－ 53－3231 FAX 0267-53－ 6011
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ま た 、校 名 が 変 わ つ た I新 ・ 校 名 は『
東 京 エ ア ト ラ ベ ル ・ ホ テ ル 専 門 学 校 』
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東京 ビジネス観光 学院

観光学科

秘書科
スチュワーデス料
ビジネス英語科→ (変更)英語専科 (S50.4)

(新規)スチュワーデス研究科 (S50.4)

S51.9

東 京 ビジネス専 門学校

観光学科 (S519～ S62.41)

(新設)英文秘警科
スチュワーデス科
スチュワーデス研究科
BBC英語専科→ (変更)英語専科 (S554)
(新設)国際ガイド科 (S53.4～ S56.4)

(新規)エアライン科 (S55.4)

S564
東京ビジネス専門学校
東京国際外語専門学校

S57.4

東京工学院ビジネス専門学校

(新規)オフィスオートメーション科(S594)
→OA専門科(S614)
秘書科→(変更)0潮書科
(廃止)ビジネス英語科
(新規)OA実務科(S614)

(新規)OAインストラクタ科(S614)

東京工学院外語専門学校

S584
東京工学院女子航空専門学校

東京工学院ビジネス専Fl学校

S604
東京エアトラベル専門学校

観光旅行科
国際ホテル科
スチュワーデス科
スチュワーデス研究科

S6011

東京エアトラベル専門学校

東京ビジネス観光学校

東京ソフイア外語専門学校

東京エアトラベル専門学校

観光旅行科
国際ホテル科
エアライン科

総合ビジネス科
国際英語科

(新設)観光経営学科/4年制大学コース(H94)

そし場 に:

東京エアトラベル・ホテル専門学校

観光旅行科

国際ホテル科
エアライン科

総合ビジネス科

国際英語科

観光経営学科/4年制大学コース

東京￨工￨ア狩勢ベル摯嶽舞
鼈 で

―
鑢 魃

株式会社ジャルバック
木村  方美
千葉県立―宮商業高等学校

土屋  智佳子
静岡県浜松市立高等学校

JTB株 式 会 社 日本 交 通 公 社

濱中  郁美
東京都立八王子高陵高等学校

吉原  久美子

新潟県立高田北城高等学校

団越  智美
東京都私立富士見丘高等学校

寒河江  ふみ代
神奈川県立横浜創英短期大学女子高等学校

株 式 会 社 近 畿 日本 ツ ー リス ト

藤村  昌子
埼玉県立豊岡高等学校

佐藤  健ニ

東京都立山崎高等学校    ￨
吉澤  亜希          －

セントメアリーズメモリアルハイスクール

ツーリストアシスタントサービス (株 }

松浦  奈緒子

福島県立福島西高等学校

ツ ー リス トサ ー ビス 株 式 会 社

(近ツリ系)

安斎  佑介

福島県立福島北高等学校

」TB(株)交通公社 トラベ ランド

有馬  美穂
静岡県立沼津商業高等学校

京王観光 (株)

億田  智則
福岡県立門司高等学校

東日観光株式会社
松澤  温子

長野県立大町高等学校

川崎  久美子

栃木県立佐野女子高等学校

東日本旅客鉄道株式会社」R東日本

岡野  靖行

埼玉県大宮西高等学校

海老澤  亜紀

長野県立岡谷南高等学校

奥住  綱基

東京都立八王子北高等学校

(株)伊勢丹トラベル
カロ藤 はるか
東京都私立富士見高等学校

株式会社小田急トラベルサービス
荒井  陽子

東京都私立実践女子学園高等学校

森田  健司

埼玉県立越谷西高等学校

志田  あゆみ

東京都私立東京立正高等学校

藤代  恵

東京都立小平高等学校

株式会社バッセンジヤーズ:サ ービス

北俣  枝りな

東京都私立日出女子学園高等学校

山本  利美

静岡県立松崎高等学校

萩原  都

東京都私立東京成徳大学高等学校

土田  純子

群馬県私立高崎商科短期大学付属高等学校

東 京 近 鉄 観 光 バ ス 株 式 会 社

秋山  友皇

茨城県私立常磐女子高等学校

梨谷  優子

東京都立東大和南高等学校

自川  理沙

北海道立札幌真栄高等学校

加藤  笑美子

神奈川県私立清心女子高等学校

小笠原  綾子

千葉県立憤橋高等学校

伊藤  梨華

山形県立米沢商業高等学校

商船三井客船(株)

佐伯  陽平

埼玉県立狭山経済高等学校

相鉄観光(株 )

古田  絵実

神奈川県立市ヶ尾高等学校

西東京バス株式会社
吉村  静

神奈川県私立高木学園女子高等学校

(株)アル プストラベル サー ビス

山本  秀―

福島県立須賀川高等学校

(株)エイ チ・ ア イ・ エ ス

我満  千嘉

東京都私立聖徳学園高等学校

(株 )ト ッバ ントラベ ル サー ビス

野田  伸之介

東京都私立啓明学園高等学校

中国東方航空
小林  美和

東京都立調布高等学校

林  理絵
千葉県市立船橋高等学校

倉沢  美子

神奈川県立厚木商業高等学校

石橋  朋子

千葉県立匝瑳高等学校

岩下  まゆみ

神奈川県横浜市立東高等学校

菅野  朋美

宮城県私立仙台育英学園高等学校

サベナ・ベルギー航空
力石  朋絵
東京都立武蔵村山高等学校

JALジ ャル ス カ イ サ ー ビス

(日 本航空系)

中村  貴子

岩手県立花巻南高等学校

浜名  優佳

神奈川県立清水ケ丘高等学校

歌代  智子

東京都立千歳丘高等学校

新井  幸美

埼玉県立福岡高等学校

畠山  久美子

東京都立南平高等学校

平林  香織

長野県立池田工業高等学校

北海道国際航空(株)AIR DO
大沼 利江子
新潟県立西新発田高等学校

空港ターミナルサービス株式会社
(成 田空港)

田中  寿子

東京都立八王子高陵高等学校

薄井  美智子

東京都私立関東国際高等学校

金田  あかね

新潟県立柏崎常磐高等学校

新東京空港事業(株)

(全 日空系)

和田  浩子

長野県立岡谷南高等学校

(株)エアボートカーゴサービス
田宮  潤

神奈11県立田奈高等学校

株式会社ビッグウイング
(羽田空港)

佐々木  エミ

神奈川県立相武高等学校

佐藤  洋美

茨城県立日立第二高等学校

畠山  裕美

東京都立神代高等学校

鬼澤  美晴

茨城県私立鹿島学園高等学校

山家  恵美子

神奈川県立西湘高等学校

高林  佳世

長野県立下諏訪向陽高等学校

新東 京旅 客 サ ー ビス株 式会社

(全 日空系)

渥美  礼幼

東京都私立中延学園高等学校

水野  裕子

千葉県立松尾高等学校

長澤  志保

静岡県立富士宮西高等学校

田山  浩子

栃木県立栃木南高等学校

高橋  恵子

群馬県立西邑楽高等学校

(株 )JASカ ストマーサービス
(日 本エアシステム系)

小田桐  由佳

青森県立弘前中央高等学校

(財)空港 保 安 事 業 セ ン ター

(成田空港)

若菜  記三子

東京都私立神田女学園高等学校

植松  麗奈

静岡県私立加藤学園高等学校

高田  美美子

東京都私立関東国際高等学校

渡部  友美

神奈川県立長後高等学校

加納  由子

千葉県立幕張総合高等学校

鱗川  実紀

静岡県私立加藤学園高等学校

森田  奈緒美

埼玉県私立埼玉栄高等学校

鳴澤  玲子

長野県私立松商学園高等学校

佐藤  麻里子

宮城県立鼎が浦高等学校

」AS株式会社日本エアシステム
長崎  雅子

秋田県立大館鳳鳴高等学校

平  寿子
戸板女子短期大学

北  有希子

群馬県立藤岡女子高等学校

吉原  里枝
玉川短期大学

(株)JALジ ャ ル ウ ェイ ブ

(日 本航空系)

林  真巳子

広島県立五日市高等学校

(株)JALジ ャル フロンテ ィア

(日 本航空系)

舞  朋絵

東京都私立日本大学鶴ケ丘高等学校

株式会社リムジントラベルサービス

(成田空港)(TCAT)

花木  夕佳

東京都私立立りli女 子高等学校

鈴木  のり子

宮城県私立聖和学園高等学校

永野  香織

神奈川1県私立横浜創英短期大学女子高等学校

藤田  真由美

新潟県立津南高等学校

土屋  紀子

千葉県私立敬愛学園高等学校

藤井  鈴

東京都立鷺宮高等学校

株式会社日航ビジネス
(日 本航空系)

織田  順子

神奈川県立相原高等学校

大熊  真由美

埼玉県立豊岡高等学校

小林  由紀

神奈川県立綾瀬高等学校

高林  沙江

東京都私立中延学園高等学校

田中  咲子

宮城県私立仙台育英学園高等学校

富樫  洋子

岩手県私立盛岡自百合学園高等学校

藤田  友美

神奈川県立相原高等学校



専門学校は、学校あげての進学

支援制度が充実しています。

東京エアトラベル・ホテル専門学校は、独 自の制

度を取
'り

そろえています。推薦・一般特待生入学

制度をはじめ、入学以前や在学 中の実績に応 じ

ての特別奨励金 811度 、奨学金制度など、優遇tll

度を活用すればかなりの金額の学費を軽減する

ことができます。奨励金制度も充実しています。

本校独 自の田中育英会奨学金制度、同窓会奨

学金制度は、無利子で学費を貸与するほか、親

元から離れて通学する学生には企業奨学金制度 (給

付制)も用意しています。また、「入寮アルバイト

学生制度」も好評。これは京王プラザホテルで2

年間アルバイトしながら、同ホテルの寮に入寮で

きるシステムで、ご子息等への入学者には、特別

優遇システムもあ
'プ

ます。(学費の一部免除)
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1高等学校を卒業または平成 12年3月 卒業見込みで高等学校の出席
状態が良好で評定がC段階以上の者

2本校特別推薦金制度に該当する者
のいずれかをみたし本校の入学に際し、明確な目的意識と学習意
欲のある者で高等学校 (短 大・大学)よ り推薦を受けられる者

特典:受験者は全員選考料免除。選考の結果優秀
と認められる者は次のいずれか免除
1授業料全額免除
2授業料半額免除

明確な目的意識を持ち学習意欲のある者。(大学・短大併願受験者可)

特典 :受 験者は全員入学金半額免除。選考の結果

優秀と認められる者は次のいずれか免除
1授業料全額免除
2授業料半額免除
3入学金半額免除 (全 員に)

特典 :特定の資格取得者には、入学金の一部 (2～
20万円)を免除します。

在学中に資格・検定に合格 した者に対 しての奨励金制度です。
特典 :在 学中に資格・検定に合格 した者に3千 円～

5万 円の範囲で支給。

本校の新入生で親元から離れて通学する学生に対して、本校を支援
する企業が援助し、給付する奨学金制度です。

対 象 :他の企業奨学生 、大学・短 大併願希望者 を

除く自宅外通学予定者 。

入寮アルバイト制度 京三プラザホテルで2年 間アルバイトをすることで京エプラザホテル

東府 中女子寮、または中野南台男子寮に入寮できるシステムです。

時給 :一 年目800円、2年 目850円
寮費 :lヶ月4,000円 (給与から控除)

本校 の新入生で、目的意識が明確 で、かつ経済的理由により学費の

援助を要する者に、無利子で貸与する本校独 自の奨学金制度です。

対象:企 業奨学生、大学・短大併願希望者を除く希望者。
金額 :50万円以内を貸与 します。

本校の新入生および在校生で、勉学意欲があり、かつ経済的理 由に
より学費の援助を要する者に、無利子で貸与する奨学金制度です。

対象:企 業奨学生、大学・短大併願希望者を除く希望者。
金額 :10～50万円を貸与します。

帝国ホテル
星  和樹

新潟県立小出高等学校

ザ・クレストホテル
(帝 国ホテル系)

小山  智子

東京都立稲城高等学校

松野  薫

東京都立砂り∥高等学校

大内  さとみ

埼玉県私立花咲徳英高等学校

京王プラザホテル
河村 芙貴子
東京都私立実践学園高等学校

ウェステインホテル東京
江成 梢
神奈∥1県私立横浜国際女学院軍陵高等学毅

東京ヒルトンホテル
松本  進也

静岡県立松崎高等学校

ホテルニューオータニ
加藤  晃

東京都立武蔵野北高等学校

村上  陽子

東京都私立国本女子高等学校

中澤  孝二

東京都私立東京実業高等学校

フォーシーズンズホテル椿山荘

青島  岡1

東京都立保谷高等学校

竹内  和也

東京都立永山高等学校

小日急ホテル
センチュリーサザンタワー
馬場  真也

東京都私立日本学園高等学校

ヨコハマグランドインター
コンチネンタJレホテル
杉田  薫美子

埼玉県立朝霞高等学校

ホテルメトロポリタン
(」 R東 日本系)

臼杵  悟

東京都立町田高等学校

ホテリレインターコンチネンタル
東京ベイ
佐藤  麻美

埼玉県立岩槻高等学校

西度  亮

千葉県立東総工業高等学校

バレスホテル
黛  涼子

埼玉県立南稜高等学校

村田  由紀子

熊本県立熊本西高等学校

森  恵美子

東京都立町田高等学校

パレスホテル立川
松原  英明

埼玉県私立埼玉栄高等学校

高岡  博
東京都立館高等学校

川島  聡也

東京都私立昭和第一学園高等学校

第―ホテル東京ベイ
古橋  歩美

東京都立調布南高等学校

東興ホテル
朝香  直子

神奈川県立百合丘高等学校

ホテルバ シフィックメリデイア ン

堀越  芽久美

群馬県太田市立商業高等学校

(株)音楽の森 リゾナー レ小淵 沢

田見  真理

長野県立飯田風越高等学校

岡野  美緒

山梨県立甲府第一高等学校

齋喜  麻美

東京都私立成女高等学校

佐藤  昌世

東京都立八王子工業高等学校

株式会社 灘萬
稲葉  保恵

東京都私立文華女子高等学校

中山  知子        －
群馬県立中央高等学校    ■

佐藤  美枝         －

群馬県立藤岡女子高等学校

東京ベイホテル東急
渡辺  ちと

東京都武蔵村山高等学校

掛水  圭

東京都私立目黒学院高等学校

押久保  有里

栃木県私立宇部宮海星女子学院高等学校

高 輸・新 高 輪 プ リン ス ホ テ ル

米野  雄純
東京都私立明星高等学校

篠田  朋知

東京都立永山高等学校

赤坂プリンスホテル
森田  真由美

東京都私立東京立正高等学校

竹澤  習

長野県立赤穂高等学校

新宿プリンスホテル
田中  麻衣子

埼玉県立所沢商業高等学校

品川プリンスホテル
藤田  晶子

東京都私立立川女子高等学校

幕張プリンスホテル
曽田  華代
島根県立大社高等学校

都ホテル東京￨

上野  亜希子  ￨
東京都私立明星学園高等学校

御殿山ヒルズホテル
ラフォーレ東京
佐々木  勝彦

東京都立稲城高等学校

吉澤  純子

神奈川県立厚木商業高等学校

1盤紹イ￨
岩林 まゆ子   ￨、 ￨■

.東京都ユ瑞穂農芸嵩等学校

谷 涼子 ■￨

神奈りli県 立上鶴間高等学校

小林 舞子
山形県立鶴岡西高等学校

鹿島 友紀子
東京都私立立川女子高等学校

佐藤 恵
宮城県立鼎が浦高等学校

(株)イージスコーポレーション
QED CLUB
澤田  直子

東京都私立麹町学園女子高等学校

住吉  久美子

北海道私立登別大谷高等学校

畠山  正人

東京都立神代高等学校

フォレスト・イン昭和館
関口 陽子
東京都立砂∥1高等学校

目黒雅叙園
林  順子

東京都立砂川高等学校

ホテル日航東京
前田 茂
栃木県私立宇都宮短期大学附属高等学校

富山全日空ホテル
神山  明子

群馬県私立桐丘学園桐生第一高等学校

晰浦安オリエンタルホテル
大場 宏美
東京都立館高等学校

ホテル成田東急
山崎  亜矢子

千葉県立松尾高等学校

カヌチヤベイリゾート
(沖縄)

根路銘 恵美
東京都立広尾案等学校

”炒

さくらインターナショナル
オペレーションズ(株)

雲野  昌子

静岡県私立加藤学園高等学校

浅沼  裕子

群馬県立大田東高等学校

浜田  美知子

千葉県立四街道北高等学校

木村  愛未

東京都立東村山西高等学校

小河原  えり奈

東京都私立自梅学園高等学校

株式会社さくら銀行
佐藤 朋子
東京都立東大和西高等学校

春日  美智子 －       `・
－幕事部私立東京成徳大学高等学校

lm珀 ￨
■岩倉 恵 '         ￨－

1凛
玉

曇を

立
中

村女子高等学校  ￨

東京都立東村山西高等学校

あさひ銀総合サービス株式会社
谷口  真紀子

東京都私立東京成徳大学高等学校

勝島  菜緒子

東京都私立宝仙学園高等学校

山崎  智子

千葉県私立千葉経済大学附属高等学校

株式会社東京都民銀行
伊勢本  里美 －       －
東京都立田無高等学校

柴田  真希子

東京都立府中西高等学校


