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1.シラバスとは 

シラバスは、授業の内容を予め受講者に知らせるもので、到達目標・使用教材・単位数等が記載されています。 

当校の教育理念は「ホスピタリティマインド豊かな社会人の育成」です。ホスピタリティとはお客様をおもてなしする 

こと、心配り・気配り・思いやりを意味します。相手の立場に立って考え、行動できる人間を育成することを念頭にカ 

リキュラム編成をしています。同時に卒業後、即戦力として活躍できるよう専門分野においても基礎・応用からの実 

践教育を取り入れたカリキュラムとなっています。 

 

2.科目編成（カリキュラム）の概要 

科目編成は、共通科目と専門科目です。 

全科目が必修科目となり、卒業にはすべての単位取得が必要です。 

（１）共通科目：人間力を高めること、職業人として必要なビジネス教養を身に付ける科目構成です。 

（２）専門科目：各科各コースの専門分野に即した科目構成です。 

 

 

 

 

 

 

 



2022年度 昼間部 1年 語学集中科観光外語コース 

 

進級・卒業基準単位 

 １年 ２年 卒業 

基準単位 前期 後期 前期 後期 

必 

修 

共通必修 7 8 6 6 27 

専門必修 16 25 19 18 78 

合 計 23 33 25 24 105 

各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧

  

 

 

 

 

科目名 区分 単位 時間数 科目名 区分 単位 時間数 科目名 区分 単位 時間数 科目名 区分 単位 時間数

ホスピタリティⅠ 演 1 15 ホスピタリティⅡ 演 1 15 卒業研究Ⅰ 講 2 30 卒業研究Ⅱ 講 2 30

キャリアデザインⅠ 演 2 30 キャリアデザインⅡ 演 5 75 キャリアデザインⅢ 講 1 15

ビジネスコミュニケーションⅠ 講・演 1 15 ビジネスコミュニケーションⅡ 講 1 15 ビジネスコミュニケーションⅢ 講 1 15

就職筆記対策Ⅰ 講 1 15 就職筆記対策Ⅱ 講 1 15 脳力開発Ⅰ 演 1 15 脳力開発Ⅱ 演 1 15

Let's Speak EnglishⅠ 演 1 15 Let's Speak EnglishⅡ 演 1 15 Let's Speak EnglishⅢ 演 1 15 Let's Speak EnglishⅣ 演 1 15

パソコン 演 1 15 国際交流 演 1 15

7 105 8 120 6 90 6 90

Tourism EnglishⅠ 演 1 15 English Communication Building in Australia 演 8 160 Tourism EnglishⅡ 演 3 45 Tourism EnglishⅢ 演 3 45

English Communication Foundation 演 1 15 English Communication in UseⅠ 演 2 30 English Communication in UseⅡ 演 3 45 English Communication in UseⅢ 演 3 45

TOEIC対策Ⅰ 講 2 30 TOEIC対策Ⅱ 講 1 15 TOEIC対策Ⅲ 講 2 30 TOEIC対策Ⅳ 講 1 15

Survival English 演 2 45 English InterviewⅠ 演 2 30 English　InterviewⅡ 演 1 15 Screen English 演 1 30

TOEIC　Listening 演 1 30 TOEIC Practice 講 3 60 News & Discussion Ⅰ 演 2 30 News & Discussion Ⅱ 演 1 15

Chinese BasicsⅠ 演 1 15 Chinese BasicsⅡ 演 1 15 Chinese Communication in Use Ⅰ 演 1 30 Chinese Communication in Use Ⅱ 演 1 30

観光業界ベーシックⅠ 演 1 15 観光業界ベーシックⅡ 演 1 15 観光業界ベーシックⅢ 演 1 15 観光業界ベーシックⅣ 演 1 15

身だしなみ講座 講・演 1 15 外客接遇サービスⅠ 演 1 15 外客接遇サービスⅡ 演 1 15

中国語検定対策Ⅰ 講 1 15 中国語検定対策Ⅱ 講 1 15 インバウンドツアープランニングⅠ 演 1 15 インバウンドツアープランニングⅡ 演 1 15

観光英検対策 講 1 15 Reading＆WritingⅠ 演 1 15 Reading＆WritingⅡ 演 1 15 Reading＆WritingⅢ 演 1 15

Listening＆Pronunciation 演 1 15 Speaking & Presentation 演 1 15 World DestinationsⅠ 講 1 30 World DestinationsⅡ 講 1 30

English Games 演 1 15 Chinese Skills Building in Taiwan 演 3 45 国内観光地理Ⅰ 講 1 15 国内観光地理Ⅱ 講 1 15

Basic Grammar 講 1 15 接客手話Ⅰ 演 1 15 接客手話Ⅱ 演 1 15

日本の世界遺産 講 1 15 韓国語Ⅰ 演 1 15 韓国語Ⅱ 演 1 15

16 270 25 430 19 315 18 315

23 375 33 550 25 405 24 405

56 925 49 810

105 1735

専
門
科
目

小計

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

小計 小計 小計

必
修
科
目

共
通
科
目

小計 小計 小計

計

1年前期　計 1年後期　計 2年前期　計 2年後期　計

1年　計 2年　計

小計

2年間　合計

行
事

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

スタートアップセミナー 就職ガイダンス オリエンテーション 中村学園祭

オリエンテーション合宿 中村学園祭 スポーツ大会

スポーツ大会 スピーチコンテスト

ホテル視察・テーブルマナー

Airport Study

 



 

 

 

共通科目 

 

 



 

 

シラバス（授業計画） 

科目名 ホスピタリティⅠ･Ⅱ 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 15時間 
後期 ： 15時間 

担当 

黒坂 明子 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 

ホスピタリティマインドとは「相手の立場に立って考え、相手を慮る心」です。 
お客様に接客するうえで必要な知識やマナーの実践に、ホスピタリティマインドを活かせるようサポートします。 
心理学の知見を応用し様々な角度から自分自身を振り返り、自己肯定感や行動変容の重要性を学びます。ワーク
を通して「気づき」を促しながら人間力を高め、気持ちよくおもてなしが発揮できるよう、ＩＴＨBの教育理念に基づい
た「ホスピタリティ豊かな人材の育成」のゴールを目指します。 

到達目標 
あらゆるタイプの人とも上手に交流できるようになる 
周りから見られている自分のイメージを確認し、自己改善を図る 
おもてなしの心を形にできるようになる 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

ホスピタリティマインド養成ワークブック 
（㈱ホロス人材開発研究所） 

授業計画 

【ホスピタリティの理解 「プラスの視点」の重要性】 
・ホスピタリティとは・・・ 
・他己紹介による自分表現 
・マイナス思考とプラス思考 ・マイナス思考に陥った場合の対処行動 
 
【ホスピタリティマインドの確立】 
・他者理解・他者受容 
・価値観とは？・グループ討議  
・自分の物の見方や考え方を知る ・相手を受け入れることの重要性 
 
【ホスピタリティマインドの発揮 豊かな触れ合いのために・・・】 
・ストローク（触れ合い）の理解 ・ストローク演習・ＤＶＤ観賞 
・自画像と他画像の違い・他者からの自分のイメージを知る 
・気付きと自己改善の勧め 
 
【ホスピタリティサービスの本質】 
・モノ的なサービスとヒト的なサービス・ＣＳと顧客心理 
・ホスピタリティ産業について 
・ディズニーにおけるおもてなし 
・「おもてなしの心」を「形」に・・・ 

成績評価 
方法 

 
試験、授業態度、出席日数  （下記評価基準に基づく） 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験85点以上、出席率 90％以上、平常点優 
Ｂ：評価試験60点以上、出席率 70％以上、平常点良 
Ｃ：評価試験40点以上、出席率 60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験40点未満、出席率 60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

社会人になる前の貴重な学生生活が始まります。 
新たな友人との出会いと、様々なことへのチャレンジを通して、自分を今より素敵に変えてみませんか？ 
 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 キャリアデザインⅠ・Ⅱ 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 前期・後期 単位数 
前期 ： 2 単位 
後期 ： 5 単位 

時間数 
前期 ： 30 時間 
後期 ： 75 時間 

担当 

就職担当 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 

専門学校への入学は、就職を大前提とした各人の進路を見出すことが大きな意義です。そして就職をする上で 
最も重要なことは自分を知ることです。当授業では、職業人としての心構えを身につける他、 
ツールを使用した自己分析や社会の中での自分の強みや他者理解を学びます。 
夏以降にスタートする就職活動の準備や必要事項を学び、演習を通じて就職活動本番で結果を出せるように自信
をつけられる授業とします。就活は各自の目指す業界、企業により開始時期が違いますので授業をベースとしな
がら個々の進行に応じ個別にバックアップし内定に向けサポート致します。 

到達目標 

１、社会人へのステップに繋がる職業人としての基礎知識とマインドを身につける。 
２、学生生活や人間関係、将来の仕事などで役に立つ自分の強みを学ぶ。 
３、就職活動の基本的な考え方を理解し、実践に備える。 
４、内定を勝ち取るためのあらゆる準備を進め、就職活動を通じて社会で通用する人材を目指す。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

「LIFO テキスト」（㈱ビーコンラーニングサービス） 
「個人レポート」（㈱ビーコンラーニングサービス） 
「質問紙」（㈱ビーコンラーニングサービス） 
「MY CAREER NOTEⅢ」（ベネッセ i-キャリア） 

授業計画 

【職業とキャリア】 
人はなぜ働くのか？仕事と職業、職業の三要素、働くことの意義と目的 
職業の形態と種類、職業選択と自分がめざす生き方、職業人としてのマインド、 
生活の自立と自律、最近の社会事情 
 
【自己理解】 
ＬＩＦＯの基本的考え方の理解、コミュニケーションと自己理解の関係、 
自己理解 3 つの方法、自己点検実施と発表、ライフライン記入、 
自己分析シート記入、LIFO（ライフォ）質問紙記入と採点、 
4 つのスタイルの具体的理解、診断分析、個人レポート作成、自分の強みの整理、 
自己分析シート（強みの過剰使用）への落し込み、4 つのスタイルとアプローチ、 
失敗経験と分析、自分のスタイルと他者スタイルの理解 
 
【就職活動実践】 
就活の流れ、就活サイト登録と使用方法、企業研究方法、雇用形態について、 
社会保険、自己分析の目的、過去から現在の自分の分析、将来の自分を考える、 
ジョハリの窓、他己分析、自己PR 作成、履歴書・ES 作成ポイント、企業研究、 
面接演習、GP ﾜｰｸ試験対策、小論文演習、SPI 対策と模擬試験演習、企業講演 

成績評価 
方法 

 
期末試験の得点ならびに出席率がメインとなります。平常点は就職活動(進路活動)の取り組む姿勢、 
授業態度、提出物などが評価基準です。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験85 点以上 かつ 出席率90％以上、平常点優 
Ｂ：評価試験65 点以上 かつ 出席率80％以上、平常点良 
Ｃ：評価試験40 点以上 かつ 出席率60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験40 点未満、出席率 60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 ビジネスコミュニケーションⅠ 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 講義・演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

岡田・橋本・担当講師 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
目的：観光業界の社会人として最低限のビジネスマナーを理解・実行できる事。 
概要：ビジネスシーンで誰もが当たり前に行動している挨拶や言葉遣い、接遇を学びます。 

到達目標 1年次夏休みの実習や後期から開始される就活で、自信をもって行動できるようになる。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：秘書検定 

教科書 
教材 

秘書検定合格教本２・３級  新星出版社  

授業計画 

【挨拶と人間関係】 
挨拶の重要性 
第一印象の重要性 
相手に良い印象を与えるコツ 
 
【社会人心得】 
自己管理・４つのポイント 
社会人としてのルール 
報告・連絡・相談 
 
【敬語を使いましょう】 
敬語の種類 
正しい敬語の使い方 
接遇用語の表現 
接遇の立ち振る舞い（受付、名刺の受け取り方） 
 
【実践！ビジネスコミュニケーション】 
上手な聞き方、話し方 
命令・指示、忠告・注意の受け方 
電話の受け方と取り次ぎ方、メモの残し方 
領収書の記入方法 

成績評価 
方法 

 
評価試験には期末試験の他、演習試験や小テストを含みます。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験80点以上、出席率 85％以上、平常点優      
Ｂ：評価試験70点以上、出席率 70％以上、平常点良       
Ｃ：評価試験50点以上、出席率 60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験50点未満、出席率 60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 就職筆記対策Ⅰ･Ⅱ 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 15時間 
後期 ： 15時間 

担当 

中村 雄一、愛澤 純子、担当講師 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 

日本の多くの企業が就職採用試験で実施している筆記テストの対策授業。 
就職試験に用いられるテストには、企業が独自で作る一般常識などのテストのほかに、専門業者が開発・販売して
いる適正検査がたくさんあります。当授業では、日本で最も多く使われている採用テストである SPI（リクルート販売
商品）対策を中心に行います。就職筆記試験は、問題量が多く、解ききれないくらい出題されるケースもあります
が、問題レベルはそれほど高いわけではありません。対策すれば必ず点数は上がります。 

到達目標 
・就職活動における採用試験の“絞り込み”に勝ち残る基礎学力を身につける。 
・仕事をする上で必要な基礎学力を身につける。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

専門学校生のための就職筆記試験対策問題集【Webテスト付】(ウイネット)  

授業計画 

【非言語能力対策】 
推論 
順列・組み合わせ 
確率 
速度算 
集合 
 
【言語能力対策】 
漢字の書き取り・読み 
二語の関係 
語句の意味 
 
 
 
 
※愛澤クラスは中間試験を実施し、中間と期末の平均点で評価をします。 

成績評価 
方法 

 

下記評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：出席率80％以上、平常点良好、授業内期末試験80点以上 
Ｂ：出席率80％以上、平常点良好、授業内期末試験60点以上 
Ｃ：出席率60％以上、平常点良好、授業内期末試験40点以上 
Ｄ：出席率60％未満、平常点不良、授業内期末試験40点未満 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Let's Speak English Ⅰ･Ⅱ 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1 単位 
後期 ： 1 単位 

時間数 
前期 ： 15 時間 
後期 ： 15 時間 

担当 

語学担当講師 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
「英語で外国人と会話が出来たら．．．」ちょっとしたスキルとちょっとした勇気で、それは誰にでも実現可能なことで
す。シンプルなキーセンテンスを応用して使えるように、会話、リスニング、アクティビティを通して練習していきま
す。クラスはレベル別に分かれますが、どのクラスも授業は出来る限り English Only で進めます。 

到達目標 
日常的な話題について、シンプルな英語でコミュニケーションをとることが出来る。 
異なる国や文化の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとすることが出来る。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Speak Now Level 1 Student Book (Oxford)   

授業計画 

【New Friends】 
Greetings, self-introductions, asking for personal information,. 
 
【Interests】 
Music, movies, time, sport. 
 
【People】 
Family, personality, clothes. 
 
【Daily Life】 
Routines, sequences, be -ing. 
 

成績評価 
方法 

 

下記評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率90％以上、平常点優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率80％以上、平常点良 
Ｃ：評価試験（理解度）50％以上、出席率60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験（理解度）49％以下、出席率60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

Don’t be shy! Do your best! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 パソコン 科目区分 共通科目 

対象 昼間部全学科全コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

愛澤 純子 

実務経験 ： 有 ・ 無   パソコン講師として実務経験あり。 

授業概要 

現代社会において、パソコンは必須です。ツールとしてのパソコンを使いこなすことは勿論、入力速度も重要なポ

イントです。 本授業では、入力速度アップを図りながら、ワード・エクセルなどの基本操作を理解し、実際に例題を

作成しながら操作方法を習得します。 

到達目標 
ワード・エクセルを含めたＰＣ操作の基本を理解・習得する。前提として、入力測定はＰ検３級以上(40点以上)の技
術を目標とする。ワードでは書式を整えた文書作成ができるようにする。エクセルでは簡単な計算式を組み込ん
だ表作成とデータを利用したグラフ作成・データベース機能の操作ができるようにする。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)検定・ワープロ検定 

教科書 
教材 

「30時間ｱｶﾃﾞﾐｯｸ情報ﾘﾃﾗｼｰOffice2016」（実教出版） 

USBメモリ 

授業計画 

【入力測定】 
ホームポジションを意識した入力練習を行う。 
MSIMEを使用した言語入力操作を修得する。 

【ワード基本作業】 
ワードの基礎知識を理解し、文章入力練習を行い、文書作成方法を学ぶ。 
表作成とページ罫線の操作と習得。 
ワードアート・図形描画を利用した表現力のある文書作成を学ぶ。 

【エクセル基本作業】 
オートフィルなどを使ってデータ入力の基本及びエクセルの基礎知識を学ぶ。 
作表と関数入力を学び、表計算方法を修得する。 
データを利用してグラフ作成を行い、視覚的な分析方法を学ぶ。 
データベース操作を学習する。 

成績評価 
方法 

授業第１回及び第１１回に入力測定を実施する他、ワード基本修得後に中間テストを実施します。 

中間テスト及び評価試験さらに平常点を勘案し、総合的評価で判断します。 

入力測定３５点以上を前提としますが、２回目(授業第１１回)の入力測定で３５点未満は２０００字程度の課題を 

提出することとする。 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験80点以上、出席率 90％以上、平常点優、入力測定35点以上 
Ｂ：評価試験70点以上、出席率 80％以上、平常点良、入力測定35点以上 
Ｃ：評価試験40点以上、出席率 60％以上、平常点可、入力測定35点以上 
Ｄ：評価試験40点未満、出席率 60％未満、平常点不可、入力測定35点未満 

 
学生へのメッセージ 

パソコンを利用したワープロ、表計算ソフトでは入力速度も問われますので、パソコンの授業だけでなく普段から入力練習を 
しておくことが望ましい。 

 



 

 

 

観光外語コース 

専門科目 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Tourism English Ⅰ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 前期 単位数 前期 ： 1 単位 時間数 前期 ： 15 時間 

担当 

Native teacher 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 Students will learn specialist English for careers in the hospitality & tourism industry 

到達目標 This lesson will help to prepare students for careers in the hospitality & tourism industry. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：観光英検2 級・3 級 

教科書 
教材 

Prints will be used. 

授業計画 

【Airport/ Airline English】 
English for ground staff, cabin attendants, airport information staff, duty free shops. 
 
【Accommodations English】 
English used by hotel receptionists, doormen, bell staff 
 
【Restaurant/ lounge English】 
English used in hotel restaurants, airport lounges, etc. 
 
【Travel English】 
English used by tour guides & at train stations and ticket counters. 
 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 English Communication Foundation 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

Native teacher 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
Students will improve their English communication skills with a variety of conversation, speaking and activity-based 
classes with a native English teacher. 

到達目標 
Students will become used to interacting with a native English speaker, and learn a variety of English skills that they will 
be able to use in future at work and when travelling and studying abroad. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Stretch Level 1 Student Book (Oxford)  

授業計画 

- Jobs 
 
- Daily Activities 

 

- At the Moment 
 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Do your best to improve your English speaking skills before going to Australia! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 TOEIC対策Ⅰ・Ⅱ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 2単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： ３０時間 
後期 ： １５時間 

担当 

岡野恵美子 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
企業が要求する TOEICスコアを獲得するため、リーディングパートの基礎演習及び応用演習を行いながら、頻出
文法および頻出単語などの基礎英語力を強化します。またスコアアップのための攻略法も合わせて習得していき
ます。 

到達目標 TOEICスコア 500点 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： TOEIC検定 

教科書 
教材 

TOEIC L&Rテスト書き込みドリル「スコア 500全パート入門編」新形式問題対応 桐原書店  

授業計画 

 
【リーディング Part5&6対策】 
テキスト及びプリントを使用した実践問題演習 
ボキャブラリーブックを中心とした頻出語彙の習得 
 
【リーディング Part7対策】 
テキスト及び公式問題集を使用した実践問題演習 

成績評価 
方法 

毎週のチェックテストに加え、TOEIC 受験直前には模擬試験を実施し、平常点に加点します。また学期末には評価
試験を行い、出席率、TOEICスコアと共に総合的に判断します。 
 

成績評価 
基準 

A：評価試験（理解度）80％以上、出席率80％以上、平常点 優  
B：評価試験（理解度）60％以上、出席率70％以上、平常点 良 
C：評価試験（理解度）40％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：評価試験（理解度）40％未満、出席率60％未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 TOEIC対策Ⅰ・Ⅱ(グループ２) 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 2単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 30時間 
後期 ： 15時間 

担当 

眞舘 尚子 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
TOEICによく出る英単語・熟語をテーマ毎に効率よく覚え、基本となる文法理解の定着を図っていきます。さらに各
パートのコツを習得し、より早く確実に解答し高得点をとれるように学習していきます。 

到達目標 
TOEICのテスト形式に慣れる 
TOEIC400点以上取得を目指す 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： TOEIC 

教科書 
教材 

モウレツ TOEIC L＆R TESTリーディング教室  三修社     

授業計画 

【語彙】 
・TOEICによく出る単語を効率よく覚え、Part5と 6の問題を中心に問題を解いて、TOEICに慣れていきます。 

 
【文法】 
・英文法の授業で学んだことを基本に、時間との勝負である TOEICのテストで効率よく解答できるように学んでい
きます。 

 
【読解問題】 
・TOEICでの読解問題はスピードが必要になります。和訳していくのではなく、大まかな内容を把握する Skimming
と特定のワードや情報を探し出すScanningができるように短い文章から少しずつ慣れ、正確に解答できるように
学習していきます。 

 
 

成績評価 
方法 

 
期末テスト、出席率、授業態度を総合して評価します。 
期末テストを欠席した場合（公欠を除く）、0点とみなします。 
 

成績評価 
基準 

A：評価試験80％以上、出席率80％以上、平常点 優  
B：評価試験60％以上、出席率70％以上、平常点 良 
C：評価試験 40％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：評価試験40％未満、出席率60％未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

２００問もある TOEIC。 
覚える単語も文法もたくさんあります。 
それでも、少しでも楽しく・少しでも点数を上げるため、一緒にしっかり学んでいきましょう。 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Survival English 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 2単位 時間数 前期 ： 45時間 

担当 

Native teachers 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
Students will learn survival English for travelling abroad, such as shopping, eating out, seeing a doctor, immigration, 
homestays, etc. 

到達目標 
This lesson will help students prepare for their study abroad trip to Australia. They will prepare to deal with a variety of 
situations they will encounter. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Passport 2nd Edition Level 2 （Oxford）  

授業計画 

【Homestay】 
Students will learn & practise English they will need when staying with their host family. 
 
【Shopping, restaurants】 
Students will learn & practise English they will need when eating out & shopping. 
 
【Directions, sightseeing】 
Students will learn & practise English they will need when travelling around by themselves. 
 
【Country files】 
Students will learn about other countries and culture. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Your stay in Australia will be smoother and more enjoyable if you are ready for it, so study hard! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 TOEIC Listening 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 前期 単位数 前期 ： 1 単位 時間数 前期 ： 30 時間 

担当 

Rhys/ Robert 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
Students will learn techniques for the Listening section of the TOEIC test. Classes will be taught by native English 
speakers in order to further improve students’ listening skills. 

到達目標 Students will get used to the Listening section, and obtain more than 250 points on the Listening section. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： TOEIC 

教科書 
教材 

Prints will be used. 

授業計画 

【Part One - Pictures】 
Techniques, reinforcement & practice for Part One. 
 
【Part Two – Question/ Response】 
Techniques, reinforcement & practice for Part Two. 
 
【Part Three – Short Conversations】 
Techniques, reinforcement & practice for Part Three. 
 
【Part Four – Short Talks】 
Techniques, reinforcement & practice for Part Four. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）30％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）30％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Keep learning new vocabulary and don’t fall for the listening section tricks! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Chinese BasicsⅠ・Ⅱ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 15時間 
後期 ： 15時間 

担当 

香月 雪希 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 中国を知りながら、中国語について一から文法までを学習する 

到達目標 簡単な中国語会話ができる 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

講師のプリント・動画 

授業計画 

【中国語とは何か】 
中国語のルーツや種類について 

 
【簡単な中国語】 
中国語のローマ字であるピンインを勉強する 

 
【とっさで使えるフレーズ】 
いろんな場面で使える簡単な挨拶やフレーズ 

成績評価 
方法 

 
出席率と授業内にてテストを実施 
 

成績評価 
基準 

Ａ：授業内期末試験（理解度）90％以上、出席率 80%以上、平常点良好 
Ｂ：授業内期末試験（理解度）70％以上、出席率 70%以上、平常点良好 
Ｃ：授業内期末試験（理解度）40％以上、出席率 60%以上、平常点普通 
Ｄ：授業内期末試験（理解度）40％未満、出席率 60%未満、平常点不良 

 
学生へのメッセージ 

中国語に対して苦手意識を無くし、もっと中国語を楽しみましょう！ 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 観光業界ベーシックⅠ・Ⅱ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 15時間 
後期 ： 15時間 

担当 

松川 信也 

実務経験 ： 有 ・ 無   元添乗員。観光系の専門学校において旅行や国家試験対策の教鞭実務経験あり。 

授業概要 観光業界全般（旅行、ホテル、鉄道、エアライン）について、実務へつながる基本的知識を学習する。 

到達目標 国内、海外を問わず、観光業界全般の基本的知識を身につけ、顧客に説明できる。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし（授業内で配布のプリント対応） 

授業計画 

＜前期「観光業界ベーシックⅠ」＝国内観光＞ 
１．2022国内観光業界の動向 
 講師が独自の観点で分析した 2022年の国内旅行の動向を 3点程度プレゼンテーションする。 
コロナ騒動の終結を視野に、トレンドに影響する運送手段を学習しつつ、関連観光地を学習する。 

２．日本の新幹線網 
  1964年の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの年に東京⇔大阪間で開通した新幹線が、今や日本の国内移動の大動脈と 
なっており、現状と特徴、意義を把握する。 

３．日本の美しい風景 
国内観光の基本中の基本となる国内の 47都道府県と県庁所在地を把握した後、 
パワーポイントやＤＶＤを利用し、日本国内の主要観光地情報を把握する。 

 
＜後期「観光業界ベーシックⅡ」＝海外観光＞ 
１．旅券（パスポート）の知識 
  海外旅行に行くにあたり必ず必要な「旅券（パスポート）」の取り方、および関連知識を学習する。 
２．ホテルの知識 
  海外旅行時に心得ておくべき、現地でのホテル利用にあたっての知識を習得する。 
３．世界の名物料理 
  海外旅行時に楽しむことのできる海外の名物料理を学習する。 

成績評価 
方法 

各パート終了ごとに小テスト実施し、平常点としてカウントする。欠席の場合は０点扱いなので注意。期末評価試験
も実施し、期末試験、出席率、平常点の総合評価とする。 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験80点以上、かつ 出席率80％以上、かつ 平常点優 
Ｂ：評価試験60点以上、かつ 出席率60％以上、かつ 平常点良以上 
Ｃ：評価試験40点以上、かつ 出席率60％以上、かつ 平常点可以上 
Ｄ：評価試験40点未満、または 出席率60％未満、または 平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

語学を集中的に学ぶ皆さんにも、国内・海外旅行を楽しむための、基本的知識を身につけてほしいと考えています。 
当授業でそれらを一気に習得してください。 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 身だしなみ講座 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義・演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

本田 真理 

実務経験 ： 有 ・ 無   10年以上のメイク講師歴があり、JMA認定講師を務める。 

授業概要 学生の就職活動時に必要最低限の身だしなみはもちろん、社会人として知っておきたい身だしなみを身に着ける。 

到達目標 
 
就活学生としても、社会人としても好印象を与える身だしなみを身に着ける。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

授業持参物は初回に案内 
セルフメイク検定公式テキスト(女性用) (日本メイクアップ技術検定協会) 
メンズスタイルアップ検定公式テキスト BASIC（男性用） (日本メイクアップ技術検定協会) 

授業計画 

 
1 身だしなみとは 
2 顔 ： （男子）スキンケアの必要性とお手入れ方法 
           （持ち物：鏡・スキンケア化粧品） 
      （女子）顔分析とビジネスメイクの基本 
           （持ち物：メイク道具一式） 
3 髪 ： ヘアスタイリングの方法 
      （持ち物：鏡・くし・ヘアスタイリング剤・ドライヤー）（女子は髪の長さによってヘアゴム・ピン） 
4 スーツ ： スーツの基本知識と着こなし方・ネクタイの基本知識と結び方 
         （持ち物：鏡、スーツ着用） 
5 パーソナルカラー診断 ： シャツ・ネクタイ・スーツのカラーコーディネート方法 
                   （持ち物：鏡、スーツ着用） 
6 顔 ： （男子）顔分析と眉カットのやり方 
          （持ち物：鏡・眉カット化粧道具類、スーツ着用） 
      （女子）ビジネスメイクの応用とイメージメイク 
          （持ち物：メイク道具一式） 
7 靴 ： 靴と靴下の基本知識と靴の磨き方 
      （持ち物：靴磨き用具、スーツ着用） 
8 爪 ： 指先のお手入れと爪の整え方・身だしなみトータルチェック 
      （持ち物：鏡・爪切り・やすり、スーツ着用） 
 

成績評価 
方法 

授業では毎回小テスト（復習確認テスト）を行う。 
小テストを欠席した場合は、０点として取り扱う。 
出席状況、授業参加意欲も評価される。 

成績評価 
基準 

A：評価試験（理解度）80％以上、出席率90％以上、平常点 優  
B：評価試験（理解度）70％以上、出席率80％以上、平常点 良 
C：評価試験（理解度）40％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：評価試験（理解度）40％未満、出席率60％未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 中国語検定対策Ⅰ・Ⅱ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期・後期 単位数 
前期 ： 1単位 
後期 ： 1単位 

時間数 
前期 ： 15時間 
後期 ： 15時間 

担当 

香月 雪希 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 中国語検定に向けて学習をする。 

到達目標 中国語検定準4級合格 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：中国語検定準4級 

教科書 
教材 

講師のプリント・動画  

授業計画 

【中国語に対して興味を持とう】 
中国語の簡単な早口言葉 

 
【中国語検定の過去問題】 
中国語検定の内容を説明しながら過去問題を学習する 

 
【中国語検定のリスニング過去問題】 
リスニング問題を使って中国語に慣れていく 

 
【中国の映画を楽しもう】 
楽しく中国語に慣れながらリスニングも練習する 

 
【前期の復習】 
前期のプリントの中から問題を出しながら復習をする 

 
【中国語検定の過去問題】 
中国語検定の内容を説明しながら過去問題を学習する 

 
【中国語検定のリスニング過去問題】 
リスニング問題を使って中国語に慣れていく 

 
【中国の映画を楽しもう】 
楽しく中国語に慣れながらリスニングも練習する 

成績評価 
方法 

 
出席率と授業内にてテストを実施 
 

成績評価 
基準 

Ａ：授業内期末試験（理解度）90％以上、出席率 80%以上、平常点良好 
Ｂ：授業内期末試験（理解度）70％以上、出席率 70%以上、平常点良好 
Ｃ：授業内期末試験（理解度）40％以上、出席率 60%以上、平常点普通 
Ｄ：授業内期末試験（理解度）40％未満、出席率 60%未満、平常点不良 

 
学生へのメッセージ 

みんなで中国語検定合格に向かって頑張りましょう！ 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 観光英検対策 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

眞舘 尚子 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
観光英検の取得を目指すとともに、観光業界特有の英語の言い回しや業務遂行に必要な英語力をつけていきま
す。さらに英語で観光に必要な文化（国内外・異文化）、地理、歴史の知識もつけていきます。 

到達目標 
観光英検 3級（2級も可）の取得。 
観光業につく人が知っておくべき英語を習得する。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：観光英検2級・3級 

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【旅行一般】 
・空港で使われる英単語・英会話 
・旅行中によく使われる英単語・英会話 
・ホテルでよく使われる英単語・英会話 
 
【海外旅行】 
・有名観光地について 
・様々な文化・風習について 
・パンフレットの読み方 
 
【国内旅行】 
・有名観光地について 
・日本の文化や風習を英語で 
・パンフレットの読み方 
 

成績評価 
方法 

 
期末テスト、出席率、授業態度を総合して評価します。 
期末テストを欠席（公欠を除く）した場合、０点となります。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験80点以上、出席率 80%以上、平常点優 
Ｂ：評価試験60点以上、出席率 70%以上、平常点良 
Ｃ：評価試験40点以上、出席率 60%以上、平常点可 
Ｄ：評価試験40点未満、出席率 60%未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

日本を訪れる海外からの観光客は年々増えてきています。 
観光英検の合格のみならず観光に関する英単語や英会話を学び、今後の外国人の方々との英語での交流につなげていきまし
ょう。 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Listening & Pronunciation 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

Rhys / Jim 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
Students will study native speaker listening & pronunciation with an American teacher & a British teacher. They will 
learn the differences between British English and American English. 

到達目標 
Students will get used to native English pronunciation, which will also help them with the TOEIC test. It will also help 
them to pronounce English better. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Prints will be used. 

授業計画 

【Pronunciation of international words】 
Students will learn & practise the correct pronunciation of international words used in Japanese, and Japanese words 
used in other languages. 
 
【Linking words & reductions】 
Students will learn & practice where native speakers link words and reduce sounds, mainly using recorded dialogues. 
 
【Minimal pairs】 
Students will learn how to correctly pronounce consonants & blends which are difficult for Japanese learners of 
English. 
 
【Intonation & fluency exercises】 
Students will improve their intonation & fluency by using tongue twisters and printed conversations. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

This is a unique chance to study English from an American teacher and a British teacher. Enjoy it and learn!  

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 English Games 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位 時間数 前期 ： 15時間 

担当 

Rhys/ Mickey 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 In this class, students will use the English that they have learnt while having fun playing fun games. 

到達目標 Students will speak a lot of English and think in English in a fun and relaxed atmosphere. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Cards & picture will be used. 

授業計画 

【Question formation】 
Question & answer games and guessing games. 
 
【Long sentence formation】 
Gestures games & other activities requiring students to use long, full sentences. 
 
【Building active vocabulary】 
Vocabulary-based games & activities. 
 
【Describing】 
Activities using adjectives and other descriptive language. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

This is a good chance to use the English you are learning in a fun environment. 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Basic Grammar 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位  時間数 前期 ： 15時間 

担当 

岡野恵美子 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
英語基礎文法の復習し、弱点を補強します。特に TOEIC等に頻出する文法事項については、演習を通じて確実に
定着させることを目標とします。 

到達目標 重要文法事項の定着により、英文読解力を高めること。そして各種試験に活用できるようになること。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

「TOEICテスト中学英文法で 600点  新形式問題対応」 アルク  

授業計画 

 
Ⅰ 品詞について 
 
Ⅱ 動詞と時制 
 
Ⅲ 前置詞と接続詞 
 
Ⅳ 分詞 
 
ⅴ 関係代名詞 
 

成績評価 
方法 

 
理解度チェックテストを随時行うほか、学期末には評価試験を実施し、基準に沿って総合的に判断します。 
 

成績評価 
基準 

A：評価試験（理解度）80％以上、出席率80％以上、平常点 優  
B：評価試験（理解度）60％以上、出席率70％以上、平常点 良 
C：評価試験（理解度）40％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：評価試験（理解度）40％未満、出席率60％未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

 

シラバス（授業計画） 

科目名 Basic Grammar 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ：1単位  時間数 前期 ： 15時間 

担当 

日隈 敬子 

実務経験 ：有 ・ 無    

授業概要 TOEICに必要な英文法の基礎を学び直し、問題の解き方や攻略法を身に付ける。 

到達目標 英文法の基礎をマスターし、Part5と Part6を時間をかけずに解けるようにする。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： TOEIC 

教科書 
教材 

プリント配布 

授業計画 

 
・英語の基本的ルール 
・品詞 
   名詞 
   動詞 
   形容詞 
   副詞 
・動詞 
   主語の数によって動詞が変わる 
   時制によって動詞が変わる 
 
・代名詞 
・助動詞 
・前置詞 
・接続詞    
 

成績評価 
方法 

評価試験は小テスト（３０％）、期末テスト（７０％）とする。 
 
 
 

成績評価 
基準 

A：評価試験（理解度）80％以上、出席率80％以上、平常点 優  
B：評価試験（理解度）60％以上、出席率70％以上、平常点 良 
C：評価試験（理解度）50％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：評価試験（理解度）50％未満、出席率60％未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

基礎から少しずつ積み上げていきますので、文法が苦手な人ほど大きな成果がえられます。 
努力は裏切りません！一緒にがんばりましょう！ 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 日本の世界遺産 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 前期 単位数 前期 ： 1単位  時間数 前期 ： 15時間 

担当 

松川 信也 

実務経験 ： 有 ・ 無   元旅行添乗員。旅行コンサルティング会社経営。総合旅行業務取扱管理者。 

授業概要 

現在コロナ騒動の中で、日本を来訪する海外旅行者（インバウンド）は少ないものの、コロナが明けたら「訪問した
い国第1位」は日本とのアンケート結果がある。そんな中で当講座では、世界にある多数の世界遺産のうち、日本
に存在している世界遺産の魅力を学習してもらい、かつ、皆さんそれぞれの気に入った世界遺産1か所の魅力を 
プレゼンテーションしていただき、日本文化への理解を深めていただきます。 

到達目標 
日本に存在している世界遺産（25か所、2021現在）全てを、その背景にある日本文化と共に、他人に紹介すること
がでるようになる。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

適宜プリント・資料配布 

授業計画 

１．日本の世界遺産概略学習 
【自然遺産（5か所）】 
知床 ／ 白神山地 ／ 小笠原諸島 ／ 屋久島 ／  奄美・沖縄本島・西表島 
【文化遺産（20か所）】 
―神社・寺・城 
嚴島神社 ／ 日光の社寺 ／ 姫路城 ／ 古都京都の文化財 ／ 法隆寺地域の仏教建造物 ／ 古都奈良の
文化財 ／ 琉球王国のグスク及び関連遺産群 ／ 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 ／ 平泉 ／  
『神宿る島』宗像・沖ノ島 
 
―文化・上記以外の建造物・その他 
白川郷・五箇山の合掌造り集落  ／  原爆ドーム ／ 紀伊山地の霊場と参詣道 / 明治日本の産業革命遺産 
／  石見銀山 / 富岡製糸場 ／  国立西洋美術館 ／ 百舌鳥・古市古墳群 ／ 北海道・北東北の縄文遺跡 
／ 富士山 
 
２．個別研究発表 
 各自1つの世界遺産を選択し、詳細な魅力を調べてプレゼンテーション 

成績評価 
方法 

 
期末試験（50％）、プレゼンテーション（50％）にて授業理解度を測り、平常点、出席率の総合評価とする。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：授業理解度80％以上、出席率 90％以上、平常点優 
Ｂ：授業理解度60％以上、出席率 80％以上、平常点良 
Ｃ：授業理解度40％以上、出席率 60％以上、平常点可 
Ｄ：授業理解度40％未満、出席率 60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

日本が世界に誇る「人類の遺産」です。楽しく勉強して、気に入った遺産を「旅行ネタ」にして是非訪れて見て下さい。 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 English Communication Building in Australia 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 後期 単位数 後期 ： 8 単位 時間数 後期 ： 160 時間 

担当 

Teachers in Australia 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
The students will stay in Melbourne with a host family, and attend college four days a week. They will study English in 
classes with classmates from all over the world. They will also have a city tour and go on a trip to Phillip Island. 

到達目標 
This study abroad has many purposes. It will improve the students’ English communication ability, and give them a 
higher TOEIC score. It will give them a chance to experience western culture. The students will make international 
friends and become more global-minded. It will also give the students unforgettable memories. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Prints will be used. 

授業計画 

【Communication】 
Students will build their communication skills by learning vocabulary and phrases and practicing them. 
 
【Speaking & Presentation】 
Students will build their speaking & presentation skills by preparing and making presentations. 
 
【TOEIC】 
Students will take classes aimed at improving their TOEIC scores. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）70％以上、出席率95%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）50％以上、出席率90%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）30％以上、出席率80%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）30％未満、出席率80%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

This is a great chance to improve your English, make friends from all over the world and learn about their culture. Study hard, play 
hard and make unforgettable memories! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 English Communication in UseⅠ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 2単位 時間数 後期 ： 30時間 

担当 

Native teacher 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
Students will improve their English communication skills with a variety of conversation, speaking and activity-based 
classes with a native English teacher. 

到達目標 
Students will become used to interacting with a native English speaker, and learn a variety of English skills that they will 
be able to use in future at work and when travelling and studying abroad. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Stretch Student Book 1 (Oxford)  

授業計画 

 
- Feelings 
 
- On the Weekend 

 

- Downtown 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Do your best to improve your communication skills! 

 

 

 



 

 

シラバス（授業計画） 

科目名 English InterviewⅠ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 2単位 時間数 後期 ： 30時間 

担当 

Rhys Wedlock 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
The students will practise giving self-introductions and answering interview questions. They will also make an English 
resume. 

到達目標 This will help students prepare for job applications and job interviews. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

無し 

授業計画 

 
【Interview practice】 
The students will practise giving self-introductions and prepare and practise their own answers to common interview 
questions. 
 
【English resume】 
The students will prepare an English resume which they can use for job hunting. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

A lot of students suddenly have to take an English interview, sometimes after graduating too. This is a good chance to get ready. 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 TOEIC Practice 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 講義 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 3単位 時間数 後期 ： 60時間 

担当 

Rhys & Robert 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 Students will review techniques for the TOEIC test, and take practice tests. 

到達目標 These lessons will help prepare students to achieve a higher score on the TOEIC test. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： TOEIC検定 

教科書 
教材 

Prints will be used. 

授業計画 

【Listening】 
Technique review and practice of all four parts of the Listening section. 
 
【Reading】 
Technique review and practice of all three parts of the Reading section. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）30％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）30％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Keep reviewing, practising and learning new vocabulary! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

 

科目名 外客接遇サービスⅠ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 1単位 時間数 後期 ： 15時間 

担当 

担当講師 

実務経験 ： 有 ・ 無   エアライン業界にて地上職及び客室乗務員として実務経験あり。 

授業概要 

訪日外国人旅行者に対し、適切で十分な対応をするために必要な基礎的な知識とスキルを学ぶ講座です。 
日本独特の文化や伝統・習慣・宗教観等を、サービスの提供を念頭において大まかに学習することで、外国人との
価値観の違いを明確に認識できるようになります。 
外客接遇サービスにおける誤解や、クレームの要因を未然に排除できるようになりましょう。 

到達目標 本来の意味での「日本的なおもてなし」を理解し、外客接遇に活かせるようになる 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

適宜プリント配布 

授業計画 

 
●導入 ： 【授業の目的と進め方の説明】 + 自己紹介（留学先で感じた事・学んだ事） 
 
●データ分析 ： 【外国人旅客と日本のおもてなし】 
            訪日外国人旅客に関するデータを分析し、求められるサービスについて考え理解を深める。 
 
●グループワーク ： 【外国人が驚く日本の習慣や文化】 

日本の生活習慣 ・ 食文化 ・ 伝統行事 ・ 宗教観など、クラスメイトと情報交換しながら
インターネットを用いて調べ学習を進め、日本に関する興味を深め外客接遇に備える。 

 
●プレゼンテーション ： 【英語で日本紹介】 

グループワークで学んだ内容を英語で案内、紹介する。 
実践的な接遇マナーやスキルを身につける。 

 

成績評価 
方法 

 
評価試験 ・ 出席状況 ・ 平常点（グループワークへの参加意欲や貢献度）を総合評価して判断する。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験90点以上、出席率、90%以上、平常点 秀 
Ｂ：評価試験80点以上、出席率、80%以上、平常点、優・良 
Ｃ：評価試験70点以上、出席率 70%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験70点未満、出席率、70%未満、平常点 不良 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Reading & Writing Ⅰ 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1 年 後期 単位数 後期 ： 1 単位 時間数 後期 ： 15 時間 

担当 

Native teacher 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
The students will study true stories about people, places and things under different themes. In addition to the in-class 
textbook, students will be encouraged to read simplified English novels and newspapers from our library. 

到達目標 
Reading & Writing will help students improve their reading speed and comprehension as well as English writing ability. It 
will also help students to prepare for the reading section of the TOEIC and Eiken tests. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

Read This! Intro (Cambridge University Press)   

授業計画 

Unit One- Education 
 
【Late Start】 
Sleeping habits and how some schools solve sleeping problems. 
 
【First Write... It Helps!】 
How to relax and focus before tests and job interviews. 
 
【Student Government】 
About “democratic schools”. 
 
Unit Two- Sociology 
 
【A Strange Place to Live】 
Unusual architecture and its effects on people. 
 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Speaking & Presentation 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 1単位 時間数 後期 ： 15時間 

担当 

Rhys/ Robert 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 Students will prepare for the speech contest, and also make a short presentation. 

到達目標 
Students will be ready to join the speech contest, and will be able to prepare better for their graduation thesis 
presentation. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

The internet will be used. 

授業計画 

【Speech contest preparation】 
The students will prepare & practise for the speech contest.  
 
【Presentation】 
The students will prepare a short power point presentation. 
 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験（理解度）80％以上、出席率80%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験（理解度）60％以上、出席率70%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験（理解度）40％以上、出席率60%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験（理解度）40％未満、出席率60%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Do your best to make a nice speech in the speech contest! 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 Chinese Skills Building in Taiwan 科目区分 専門科目 

対象 語学集中科観光外語コース 授業形式 演習 

実施期 1年 後期 単位数 後期 ： 3単位 時間数 後期 ： 45時間 

担当 

台中科技大学の講師 

実務経験 ： 有 ・ 無    

授業概要 
The students will stay in Taichung, and attend Chinese classes for four days. They will also have a sightseeing tour and 
learn about Taiwanese culture, and will also spend a lot of time with Taiwanese students. There are also extra Chinese 
classes held at ITHB in the spring holidays before the Chinese test. 

到達目標 
It will give the students a chance to use and develop their Chinese skills, to experience Taiwanese culture and to make 
friends with Taiwanese students. It will help the students to prepare for their Chinese exam in March. 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：中国語検定準4級 

教科書 
教材 

Students will be given a textbook and prints in Taiwan. 

授業計画 

【Group lessons】 
Students will review pronunciation and grammar, and learn new grammar patterns and vocabulary. They will also 
practise listening and reading for the Chinese exam. 
 
【Man-to-man study】 
Students will review what they studied in the group lessons and practice writing with Taiwanese student tutors, and 
practise writing for the Chinese exam. 
 
【Practice exam & farewell speeches】 
Students will take a practice exam, receive feedback and make a short farewell speech. 
 
【Study for the Chinese test】 
Students will review, practise and study for the Chinese test. 

成績評価 
方法 

 
下記、評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験(理解度)60点以上、出席率90%以上、平常点 優 
Ｂ：評価試験(理解度)50点以上、出席率80%以上、平常点 良 
Ｃ：評価試験(理解度)30点以上、出席率70%以上、平常点 可 
Ｄ：評価試験(理解度)30点未満、出席率70%未満、平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

Enjoy studying Chinese in Taiwan, and make a lot of Taiwanese friends! Do your best to pass the Chinese exam! 

 

 

 


