
事前申し込み
参加したいオンラインオープンキャン

パスを選んで予約。 完了後、参加日

前日までに事前アンケートを入力。

参加終了後参加終了後

01

04
終了後にアンケートがメールで

届く。アンケートに返信で参加

完了。これでＡＯエントリー資格

をＧＥＴ！

最新

こんな方に

おすすめ！

来校 or オンラインを選んで参加しよう！
2022年4月入学も

まだ間に合う！
2023年4月入学

出願受付中！

オープンキャンパススケジュール

オンラインオープンキャンパスの参加方法

● アメリカ・台湾留学説明会
● 就職・学費説明会（保護者様向け）
● ひとり暮らしマンション見学ツアー

希望者限定 特別プログラムオープン
キャンパス
プログラム

学校説明

館内見学

入試説明

体験授業

個別相談

懇親会

12:00～15:30（受付11:45～）開催時間 本学園３号館１階集合場所

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、
　内容を一部変更させていただく場合がございます。
　最新情報はホームページをご確認ください。

OTA
SUKEサポート！！

14:00～17:00開催！！ 来校できない方もおうちで気軽に進路活動しよう！

16：20になったらZoomにログイン！

先生と在校生がリアルタイムで

トークを配信。その場で質問もＯＫ！

ZoomリアルトークZoomリアルトーク03
16:20-17:00

※ビデオOFF/ミュート参加もOK！

当日14:00までにYoutube動画リストと

ZoomのURLがメールで届く！まずは気に

なる動画を好きなだけチェック★

Youtube動画を視聴02
14:00-16:20

リアルトークって何？
ＱＲコードを読み込んで見よう

11月

26
(sat)

進学応援スペシャル
オープンキャンパス

13
(sun)

13
(sun)

オープンキャンパス
オンライン

来校

来校

語学・留学フェス
AM10:30～12:30開催

　新登場 英語・中国語・韓国語

ＡＭ10:30～12:30開催

● グローバルに活躍したい！
● 英語・韓国語・中国語が好き！
● 外国語を使う仕事に興味がある！

２０２４年４月より

外国語学科〈英語科・韓国語科・中国語科〉が新設！

来校

11
(sun)

18
(sun)

18
(sun)

12月

クリスマス
オープンキャンパス

★再進学セミナー
オープンキャンパス

17
(sat)

★TRAJAL plus+
　スクーリングデイ（出願者限定）

来校

オンライン

来校

語学・留学フェス
AM10:30～12:30開催 来校

4
(sat)

18
(sat)

19
(sun)

３年生オープンキャンパス

２年生の日！

★再進学セミナー
オープンキャンパス

11
(sat)

オープンキャンパス オンライン

来校

オンライン

来校

オンライン

来校

来校

2月

高校２年生スペシャルDAY♥ 新入学パンフが

いち早くGETできる！今からでも大丈夫？本当に就職できる？などなど、
再進学を検討中の方の心配やギモンを解決！

大学生・社会人・既卒生の方向け

★再進学セミナー
10：30～11：30

来校

説明は30分～OK！忙しい方にもおすすめです。
来校はもちろん、電話やオンラインでも参加OK！

日程が合わない方はこちら！

平日個別相談会 来校 電話 オンライン

対象者別イベント

平日10:00～18:00

1月
15
(sun)

28
(sat)

２年生オープンキャンパス
オンライン

来校

来校新春
オープンキャンパス

予
告
3月28日（火）・29日（水）・30日（木）
業界スペシャルイベント

観光・ブライダル業界が体感できる学科スペシャルイベント！
詳しい内容は２月上旬頃、公式ホームページ・SNSにて発表
予定！あこがれの業界をもっと身近に感じるチャンス★

申し込みで即URLが届く！ 動画deオープンキャンパスも開催！詳しくはホームページをチェック♪

いそげ
！！



北海道、鹿児島県（西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡）、沖縄県

補 助 地 域補 助 金 額地区

地区

地区

地区

地区

地区

地区

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、福岡県、

佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県（上記以外）

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、富山県、石川県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、高知県

福井県、岐阜県、愛知県、三重県（尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡）、京都府（京丹後市、宮津市、与謝郡）、

兵庫県（朝来市、豊岡市、美方郡、養父市）、和歌山県（新宮市、西牟婁郡、東牟婁郡）、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県

三重県（上記以外）、滋賀県（犬上郡、愛知郡、東近江市、米原市、高島市、長浜市、彦根市、近江八幡市、甲賀市、蒲生郡、湖南市）、

京都府（綾部市、福知山市、舞鶴市、船井郡、南丹市）、兵庫県（赤穂市、赤穂郡、佐用郡、宍粟市、相生市、たつの市、揖保郡、

神崎郡、姫路市、加西市、多可郡、丹波市、丹波篠山市、西脇市、淡路市、南あわじ市、洲本市）、和歌山県（田辺市、御坊市、日高郡）

滋賀県（上記以外）、京都府（上記以外）、兵庫県（尼崎市と上記以外）、奈良県、和歌山県（上記以外）、

大阪府（泉南郡、阪南市、泉南市、泉佐野市、貝塚市、岸和田市、河内長野市、南河内郡、豊能郡）

学生マンション・学生寮

無料体験宿泊

高速バス代
全額負担します！

大切なお知らせ

OTA
SUKEサポート！！

#トラジャル
で検索！

お
申
込
み

2024年4月より「ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪」と

「大阪ホテル専門学校」は新しく生まれ変わります。

■大阪鉄道・観光専門学校
　 鉄道科／観光科

ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪より校名変更

大阪ホテル専門学校より校名変更

■大阪外国語・ホテル・エアライン専門学校
　 ホテル科／エアライン科

　 【新設】外国語学科〈英語科・韓国語科・中国語科〉

あなたの街から運行している高速バスの

往復代金を本学園が全額負担！ご予約後

にフリーダイヤルで金額を伝えてね。

１泊無料で学生マンション・学生寮に

体験宿泊できます。お友だちやご家族と

一緒に宿泊もＯＫ！※事前電話予約必須

体験メニュー大公開！体験メニュー大公開！観光・ブライダル業界のお仕事がよくわかる!

※参加者ご本人様および同伴の保護者１名様まで対象となります。

※高校生、大学生、短大生、専門学校生の方が対象です。当日は必ず学生証をご持参ください。

※交通費補助は年間３回までとなります。（同伴の保護者様は１回のみ）

※出願済の方への交通費補助は行いません。 ※遅刻・早退される方は補助されない場合があります。

今だけ！保護者の方にも支給アリ

最大１万２千円サポート！ 交通費補助制度

● レストランサービス体験

● フロントシステム体験

● タオルdeアートサプライズ

ほかにはこんな授業も!

● ウエディングプランナー体験

● ＤＩＹ★トレンドアイテム作り

● ドキドキ♥挙式体験

ほかにはこんな授業も!

ブライダル

ドレス試着体験

● 航空業界のための英会話講座！

● やまとなでしこへの道

● エアライン業界　就職のすべて

エアライン

ほかにはこんな授業も!

CA・GSなりきり体験

ホテル

バーテンダー体験

● クレペリン体験

● 時刻表の使い方入門編

● サービス介助士資格に挑戦！

鉄道サービス

ほかにはこんな授業も!

シミュレーション体験

● ツアープランナー体験

● 東南アジアおもしろクイズ

● 観光プロモーション動画に挑戦！

旅行・観光

ほかにはこんな授業も!

映え観光スポットを旅しよう

● 表現力トレーニング

● テーマパーク・イングリッシュ

● テーマパークスピールに挑戦！

テーマパークスタッ
フ

ほかにはこんな授業も!

テーマパーク手話

● テーマパークダンス入門

● はじめてのキャラクターダンス

● スタジオキャラクター

ダンス・エンターテイナ
ー

ほかにはこんな授業も!

ほんもののJAZZダンス

● Let’s enjoy English★self introduction

● #渡韓体験！Ｋ-ｐｏｐから学ぶ韓国語

● 初めてでも安心♪楽しく学ぶ中国語

こんな授業をご用意しています!

外国語

英語・韓国語・中国語体験

NEW

※12/22～1/4はお休みです


