
2020年度第 1回教育課程編成委員会議事録 
（観光科・鉄道科・エアライン科・テーマパーク科・デュアル科） 

日

時 
2020年 7月 20日(月) 

場

所 

8号館 3F 

ホテル実習室 

進

行 
湊 

記

録 
 桒原 

出 

席

者 

 

企業側（8名）敬称略・順不同 

学科 企業名・団体名 お名前 

観光・鉄道 
一般社団法人日本旅行業協会 

関東支部千葉県地区委員会 
津金 貴浩 

観光・鉄道 千葉都市モノレール株式会社 山口 晋司 

観光・鉄道 東日観光株式会社船橋支店 酒井 大之 

観光・鉄道 株式会社日本旅行千葉支店 只隈 修一 

エアライン・デュアル 株式会社旅行綜研 石井 光彦 

エアライン・デュアル 株式会社ジャッツ 成田空港事務所 鈴木 繁 

エアライン・デュアル 一般財団法人成田国際空港振興協会 岸本 達也 

エアライン・デュアル 株式会社エコーパートナーズ 山田 将人 

学校側（6名） 

矢口、竹ノ谷、湊、茂野、立石、桒原 

＊キッズドリーム合同会社 伊藤氏は当日欠席の為、別日に学科担当教員によるヒアリングを行った＊ 

議 

 

事 

 

録 

【全体会】 

司会進行：湊 

今回の教育課程編成委員会は、観光科・鉄道科・エアライン科・テーマパーク科・デュアル科で開催。 

 

1. 校長挨拶 

コロナウィルス蔓延により、世界的に対応策に追われている中、観光業界を目指す学生をどのよ 

うに今後導いていくか、非常に難しい状況となりました。 

遠隔授業の実施、感染予防対策を行いながら 6月より学校再開となりましたが、就職を控えた学 

生(現 2年生)にとっては非常に苦しい状況が続いており、各業界の現状、今後の授業に関するア 

ドバイスを頂き、学生指導に活用させて頂く。 

 

2. 業界・企業の最新情報（新型コロナウイルス対策など） 

津金氏（協会） 

・団体法人の扱いが多い事から、約半年収入が減少している。  

・緊急事態の宣言から解除までの間、旅行の中止・延期対応が非常に多く、更に今後は GoToキャンペ 

ーンがスタートするため、出社制限を行っている中でも、業務が増える事になる。（在宅勤務を取り 

入れ、その期間中に研修を従業員実施 出勤は週 2日程度） 

・今後の動きとして、個人取扱の旅行にて集客を狙う。 

酒井氏（観光） 

・3月より休業状態にあり、8 月までは収入の目途が立っていない状況 

・法人の取り扱いは壊滅的ではあるが、一部延期、日帰り旅行が残っている状態であり、都心部から市 

川、船橋、流山は修学旅行中止、千葉市に関しては、春から秋に延期となっている。 

只隈氏（観光） 

・団体旅行は壊滅的状況となっているが、小中学校の夏休みが縮小された中でも、8月中の家族旅行申 

込み、出張の個人申し込みが多少増加してきた。 

山口氏（鉄道） 

・4月の緊急事態宣言時は乗車率が約 3割まで減少したが、現在は学校・企業が再開したことで 

定期券使用者の乗車が戻ってきたことから、乗車率約 6 割まで回復。 

・国交省より鉄道運航を止めないよう指示が入っている事から、感染対策として運航時の車内の 

様子や、ドアの開閉等により 5分で車内換気が完了することなどの情報提供を行っている。 



石井氏（エアライン） 

 ・半年間に渡り添乗業務が皆無の状態となり、約 1200名の添乗員に対して休業手当を支給している。 

  雇用調整助成金に頼ることになるが、大変厳しい状況が続いている。 

  添乗員の育成には時間を要するため、回復期に合わせて一人でも多くの添乗員確保に努めている。 

 ・空港業務についてはベーシック（事務的）な業務は残っているが、ミーティング・センディング等の 

  業務は発生していない。空港職員も計画休業を実施中。 

 ・8月より国内線が戻る見込みとの話があるが、企業からのアウトソースには時間が掛かりそう。 

  Go To トラベルキャンペーンの波及にもよるが、国内旅行から回復に向かうのではないか。 

  海外旅行の回復は全く目途が立っていない。 

岸本氏（エアライン） 

・国際線搭乗率：3月、4月（約 99％減）5月搭乗者数 9万人（約 95％減） 

・現在、成田空港の国際・国内共に運航便数が少なく、各ターミナル内店舗は数店が営業している程度。 

・従業員に関しては１勤 2休、事務職は 1勤１休の輪番で勤務している。7月 22日より B滑走路が 

再開されるため、少しでも回復に向かうことを期待している。 

山田氏（エアライン） 

・グランドハンドリングについて、貨物部門は仕事量が減少しておらず休業はしていないが、旅客機部門は半分

以下の人員で業務対応を行っている。 

・グランドスタッフについては航空機の運航数が減少している事から約半数の人員で業務を行っている。 

 国内線が回復する事から、グランドスタッフの稼働が上がるが、約 3ヵ月間休業が多い状態であったため、スタ

ッフのコントロールに不安有り。 

鈴木氏（エアライン） 

・緊急事態宣言解除後、国際線についても徐々に搭乗者が増えてきており、日本や母国へ帰国できなか 

った方々の送迎がみられるようになってきた。 

・従業員については成田から羽田への期限付き異動、官公庁の業務請負などを行っている。 

 

 

業界の皆様方から業界の厳しい状況について伺う事が出来た。 

コロナウイルス対策として、各企業、換気・消毒を行っているが、乗客・旅行客が未だ以前同様の推移 

に達しておらず、各企業共に従業員の出社調整、事業縮小、または他業種への派遣等を行っている状態 

であることが判明した。 

7月中旬より国内線の便数が戻ってくる予定であり、成田空港 B滑走路が使用再開となるため、空港事 

業に関しては若干回復の兆しが見えてきた。 

観光業界に関しては GoToキャンペーンによる混乱も起きている状況だが、夏休みによる国内旅行者数 

の増加がみられるため、出来る事を実施しながら、諸外国の受け入れ態勢が整うのを待っている。 

 

 

【分科会】観光科・鉄道科 

 

進行：立石が分科会を開会。 

 

【内容】 

1. 2020年度新規導入科目カリキュラムに関して説明→教務担当立石より報告 

 

立石 

・観光科：2019年度教育課程編成委員会の提案より、プレゼン技法を２年後期に導入。 

ニュースディスカッションを１年後期から２年前期まで導入。手話を 2年後期に導入。 

観光プランニングを２年間通して行う。目的・目標を明確にして発表させる。 

鉄道科：日本文化(観光地理・歴史・文化・食事)２年後期に導入。インバウンド対策。 

2年前期から後期まで鉄道イベントプロモーションにて各鉄道企業が行っているファン 

感謝デーのようなイベントをイメージして一般のお客様に対するおもてなしを学ばせる。 



津金氏 

・観光プランニングは海外・国内どちらを想定しているか。 

国内で団体のプランとなると収益はどのくらいになるのか。具体的にどこのバス会社、どこの 

旅館を使用するのかによって仮定で構わないので収益想定を出来ると面白いのではないか。 

酒井氏 

・プレゼン技法導入は評価出来る。観光プランニングの授業ではどのくらいの収益があるのかを 

想定させるかは非常に大事。過去の表彰されたツアーでは旅行代金設定では収益が無い。 

だからこそ収益まで意識して作り上げるのが本来の姿ではないか。 

只隈氏 

・両科共に今までの改善をしているので、どのくらいの成果が出るのかを確認して欲しい。 

 

2. 今後の科目設定について 

 

山口氏 

・救命に関する授業はあるか。 

立石 

・任意で講習受講を勧めている。 

山口氏 

・災害時対応やＡＥＤ設置が街中で増えているため、使用方法等を学生に伝えてはどうか。 

矢口 

・エアライン科は導入している。 

山口氏 

・若い方が環境変化の影響なのか体調不良者が増えている。 

矢口 

・各駅にＡＥＤは設置されているか。 

山口氏 

・モノレールは車内に設置している。救急車が来るまで時間がかかるため役立っている 

  

3. 今後の展開 

 

津金氏 

・各社によって対応は異なってくる。民間企業や学校団体では動きがない為、今後は公費の 

動きを把握して、対応が求められるのではないか。例えばオリンピックによって動きがある 

所に営業をかけていく。 

立石 

・専門的な学問や業界に特化した勉強以外も必要になるか。 

津金氏 

・予算の仕組みを理解することも大切。予算がどう使われていくのか議会が何月に行われて 

いるかなどの研修も学んでいく必要があるのではないか。 

矢口 

・ホテルやブライダル業界では、本業ではない人手不足の業務へ人材派遣することも検討されている。 

津金氏 

・ＪＡＴＡとして東北地方で日本旅行と提携して 7月までコロナ病室として旅館を２００室確保。 

只隈氏 

・作業量がかなり多く、本業ではない業務が増えた。また新入社員の配属時期がコロナの影響 

により住居から一番近い支店に一時的に配属している。研修以外に本業ではない業務をお願 

いしている。 

津金氏 

・勿論旅行会社を通さず、直接ホテルとやり取りしている場合もある。 

立石  

・鉄道企業の観光に対する見通しはいかがか。 

 

 



山口氏 

・独自イベントは全て中止。７月末から貸切列車の受注は再開予定。テレワークが今後一層加速 

しそうなため、従来のような通勤客は減っていく。通勤定期客対策を検討しないといけない。 

ＪＲのワンマン化運転や駅の無人化等の人手不足が課題。千葉市と協力してよりよい街づくりの 

ために様々な施策を検討している。今後、事業多面化の状況と向き合っていく必要がある。 

立石  

・観光分野外の都市計画の教育や経験が必要でしょうか。 

山口氏 

・多面的な仕事を任された際には必要。鉄道だけでない要素も求められる。 

矢口  

・公立高校が、地域や企業と一緒に環境問題や地域課題に取り組むことを想定した新しい学科を設ける 

案も出てきているが、専門学校がどのようにつながっていくか。 

只隈氏 

・2022年度より公立高校、私立高校共に、新しい指導要領に変わる。 

山口氏 

・環境問題等考え方として興味を持って志望動機等に盛り込んでいくことが求められる。 

 

4. 就職について→就職担当冨澤より報告 

  

冨澤  

・6月末での前年比で求人件数及び内定率が低下している。コロナによって採用活動延期や中止 

企業が出ているため厳しい状況である。またWEB試験や WEB面接等に対応していくため、 

学生にＰＣや WEBカメラなどの学校設備を開放している。 

矢口  

・在校生はオリンピックや世界的イベント等により観光業界は明るいといった状況で進学してきた学生 

であり、非常に意識だけでなく学業成績や能力の高い学生が多い。求人数は確実に減っており内定へ 

のハードルが上がっている。まずは内定を出して頂き、入社の時期を４月から９月等に遅らせるとい 

った対応は可能かどうか。 

津金氏 

・各企業で確認が必要。 

 

5. 現在の授業・学校生活に関しての報告 

 

立石 

・6/1から対面授業再開し、夏のお盆の時期以外は授業を行い、9/11 まで前期授業を行う。 

時間を 45分に短縮し、消毒・換気に努めるよう指導している。 

 

6. 研修旅行について 

 

立石 

・鉄道科は九州を予定しているが、豪雨の影響次第で目的変更するか検討。観光科は海外から国 

内に変更するのが良いかどうか検討中。 

津金氏 

・国の指針の帰国後 14日間待機規制次第ではないか。 

酒井氏 

・保護者の方の意向も踏まえて自粛ばかりではなく、安心・安全対策を行って実施して欲しい。 

 

進行：立石が分科会を閉会した 

 

 

 

 



【分科会】エアライン科、デュアル科 

 

進行：湊が分科会を開会した。 

 

1. 就職状況 

昼間エアライン科：29名中 13名内定  内定率 45％（7/18現在） 前年比 74％ 

（カーゴ（事務）１名、キャビンアテンダント２名、グランドスタッフ８名、その他２名） 

夜間エアラインコース：６名中内定者無し（異業種への就職希望者もいる状況） 

 

2. 2020年度入学生 

エアライン科 キャビンアテンダントコース   4名 

         エアポートサービスコース   26名 

         エアポートカーゴコース    10名       合計 40名 

 

3. 2020年度カリキュラムの現状報告 

湊 

・Airport Studyについて、本来であれば各企業に依頼し、企業講話並びに航空関係各所で研修を行 

 っているが、コロナ禍により前期は実施することが出来ず、後期に関しても実施出来るか現状不明で 

あるため、学校にいながら空港業務を体験できるような授業はないか。 

山田氏 

・企業と学校で Zoomを繋げ、遠隔による体験授業を実施してみてはどうか。 

湊 

・学生、教員共に遠隔に不慣れであり、即時の対応は困難な状況。 

  しかし、今後も遠隔になる可能性があるため、遠隔ツールを使用した授業を行い、頂いた提案を検討 

  していく。 

桒原 

・エアポートサービスコース２年生に対してカーゴの授業を実施。 

  航空貨物だけでなく、航空業界内の条約や規定を織り交ぜながら授業を実施。 

 

4. 各企業の採用状況 

鈴木氏 

・来年に延期となったオリンピック・パラリンピックについて、一部競技の会場運営を行う予定である 

為、開催の有無により採用状況は大きく変わる予想。 

岸本氏 

・国際線の見通しが立つまでは厳しい状況。 

・オリンピック開催に伴い新規事業が開始される予定であった為、新規事業従事者を 15名採用したが、現在休

業中であり、この 15名を教育していく事が先決。 

・来年度の新規採用は難しい状況。 

竹ノ谷より提案 

・リーマンショック時と似た就職状況。 

・企業、就職希望者との間で入社日の変更が可能であれば、特例的な採用が可能であるか。 

（内定後、４月入社ではなく、例えば８月９月に入社日を変更） 

 

山田氏 

・現在は、コロナウィルスの蔓延がいつ終息するかわからず、従業員の出社人数を調整して日々の業務 

を行っているが、通常に戻った際に採用の日程が変更可能な新入社員がいれば、企業としても非常に 

助かるため、企業として前向きに検討することは可能。 

 

 



石井氏 

・就職する本人・ご家族に納得を頂けるようであれば、特例の就職も検討の余地あり。 

 

5. 2021年度の計画 

湊 

・今年度中の動向がいまだ見えない状況であり、場合によっては大幅なカリキュラム変更をせざるおえない状況

が続いている為、次回分科会にて再度現状報告と来年度の計画をお知らせします。 

 

進行：湊が分科会を閉会した。 

 

 

【分科会】テーマパーク科 

 

1. 2019年度 第 2回目 教育課程編成委員会振り返り 

(1) 2020年カリキュラムに関して説明 

石神 

・新規導入科目 

・電話対応ベーシック及びカラーコーディネートの説明 

一部変更 

イベントプロモーション：当校教職員から、ボイストレーニング等を担当する非常勤講師へ変更。 

              舞台や音楽・表現ができる職員に一任する。 

 ・キッズハッピープロジェクト及び成果発表の内容を報告する。 

 

(2) 現在のテーマパーク業界に関して 

伊藤氏 

 ・コロナウィルス感染拡大に伴い「マスク着用」対応となる。 

・他の室内テーマパークではサーモグラフィーカメラを導入したパークもあるとのこと。 

 ・お子様より異性の服を着用したいとの要望を承諾するようになる。LGBT対応の一環 

 

2. 現在の学校状況について 

 

(1)授業に関して 

石神 

・5月中旬に再開に向けた Zoom授業等開始し、3密対策や登校時の体温チェックなどを行い、6月 

より対面授業を開始した。 

・授業内容に関して 

例年実施している授業内『パークオペレーション』の内容の一部に感染症対策の内容や『ウィルス』 

や『抗ウィルス薬』や『ワクチン』の内容など一部の一般知識内容を加えた。 

 ・テーマパーク分野だけではなく、旅行業やホテル業界に進路を変更する学生もいる事から、テーマパ 

ークカリキュラムにチリの内容等を導入している。 

津金氏 

 ・当社のグループ会社に東武ワールドスクエアという世界の観光をテーマにした観光施設もある。 

  環境のことなど幅広い視野を持ち、観光やテーマパークを含む様々な知識を習得してほしい。 

 

(2)現行のパークに関して 

伊藤氏 

 ・コロナの影響で集客人員が減っている。 

・緊急事態宣言解除後も 3蜜を回避するために対応に追われるが、元の集客数を確保するには及ん 

でいない。 

・しばらくはこのような状況が続くが、今後もパークとしてコロナ対策が必要である。 

 

 


