
シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 エアライン英語Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 阪本 知恵 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 1年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

TOEICとはどのような試験かを知り、点数を獲得するための基礎英語力の向上をめざしま

す。航空業界で求められる英語力、応募資格のＴOEICスコアの突破、点数アップを目指しま

す。 

授業手法 単熟語、英語構文の反復演習＋小テスト、グループワークなど 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 問題演習 テキスト①                       4 

5月 問題演習 テキスト②                       4 

5月 問題演習 テキスト①                       4 

6月 問題演習 テキスト②                       4 

7月 問題演習 テキスト①                       4 

7月 学期末筆記試験                       4 

9月 問題演習 テキスト②                       4 

9月 問題演習 テキスト①                       4 

10月 問題演習 テキスト②                       4 

10月 問題演習 テキスト①                       4 

11月 問題演習 テキスト②                       4 

11月 問題演習 テキスト①                       4 

12月 問題演習 テキスト②                       4 

1月 復習                         4 

2月 学期末筆記試験 4 

     

成績評価の方法 

 

学期末試験（50％）、平常点【授業態度、出欠席、予習復習など】（50％） 

 

使用テキスト 
／教材 

・BASIC TEXTBOOK FOR THE TOEIC L&R TEST （三修社） 
・THE COMPREHENSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC L&R TEST （三修社） 

獲得スキル 英語力 

関連科目 英語検定、エアライン英語Ⅱ、エアライン総合実習、客室実習 

履修の注意点 
／その他 

テキスト、辞書を必ず持参のこと。 
※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 航空基礎知識 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 
今井美佳  

ドリームスカイ名古屋講師 
※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 1年 前期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

航空業界に携わる様々な仕事を理解し、一般的な基礎知識を学びます。また、客室乗務員に

とって必要な業界専門用語や空港コード、航空会社コードを学び、小テスト・確認テストを

通してそれらの専門知識の定着を目指します。 
 

授業手法 テキストを用いての講義形式です。小テストや確認テストなどを適宜実施します。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 オリエンテーション・航空業界の様々な職種を理解 6 

5月 国内・海外の主な航空会社2レター、国内・海外の主な空港3-レター 4 

6月 航空業界の専門用語、フォネティックコード、航空機材 8 

7月 航務、危険物知識、CIQ、復習テスト、前期筆記試験 12 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 
前期筆記試験60％、小テスト・確認テスト30％、出席率・授業態度10％ 

 

使用テキスト 
／教材 

航空基礎知識（S-AIRオリジナル）、講師作成資料、夢のお仕事シリーズDVD 

獲得スキル 
航空業界の職種を理解、客室乗務員に必要な基礎的な知識、専門用語、空港・航空会社コー

ドの習得 

関連科目 客室実習、航空運輸概論、エアライン総合実習 

履修の注意点 
／その他 

専門的な事を覚える量が多くなります。覚える事は大変ですが、航空業界には客室乗務員だ

けではなく、様々なプロフェッショナルがいることを理解し、将来客室乗務員として働く自

分を想像しながら学んでゆけば、きっと楽しく覚える事ができると思います。一緒に頑張り

ましょう。 ※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 面接Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 小澤恵巳子 小尾純子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 1年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

面接試験での第一印象の大切さを知り好感度の高い身だしなみ、姿勢、表情、声、話し方を

身につける。 
客室乗務員にふさわしい自分を表現できるようになる。 

授業手法 
自己分析をもとに自己肯定感を持ち模擬面接を行う。 

身だしなみチェックと発声練習を毎回実施 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
航空業界の面接を知る。入室から名乗り。              4 

5月 自己分析 立ち姿 座り姿 表情のコントロール。           4 

6月 模擬面接 あなたはどんな人？                   8 

7月 模擬面接 あなたはどんな人？                   6 

9月 エントリーシート対策                       10 

10月 模擬面接（過去のエントリーシートに基づく）             6 

11月 模擬面接（過去のエントリーシートに基づく）             2 

12月 模擬面接（既出・頻出質問）                    4 

1月 模擬面接（既出・頻出質問）                    4 

2月 模擬面接（既出・頻出質問）                      12 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

 

平常点70％ 評価の模擬面接30％ 

 

使用テキスト 
／教材 

講師オリジナル冊子 

獲得スキル 面接で「聞き、考え、話す」が自然にできる 

関連科目 関連科目 面接Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

常に身だしなみを整えて受講してください。 
※実務経験のある教員が担当する科目である。 



静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

シラバス（授業概要） 

 

授業科目名 航空地理 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 杉山 三幸 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義 1年 前期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

国内、海外の主要な都市の空港名、近隣の著名な観光地、世界遺産等一般常識レベルで学習

する。 

授業手法 地図、観光資料（プリント）を基にした講義・演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 【国内】日本の県庁所在地、県名、地方区分、空港名、三名数、特産物 4 

5月 【国内】日本国内の空港周辺にある観光地、湾、半島、湖、世界遺産等 6 

6月 
【海外】日本人旅行者が多く渡航する国とその空港、空港コード、著名な観

光地 
10 

7月 【海外】主な世界遺産、各国通貨、言語 10 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 学期末試験(80%)＋出席率・授業態度(20%) 

使用テキスト 
／教材 

世界地図 （新詳高等地図） 

獲得スキル 国内外の空港及び周辺地域の観光名所、世界遺産等の一般常識レベルの知識習得 

関連科目 航空地理 

履修の注意点 
／その他 

地図帳を開く癖を付けましょう。※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 客室実習 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 阪本 知恵 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・実習 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

保安要員とサービス要員の2つの役割を理解しその責任を全うするために必要な考え方、資

質を身につけることを目標とします。さらに、実習を通し客室乗務員としての言葉遣い、立

居振舞を身につけます。 

授業手法 講義、実習形式、ロールプレイ、ディスカッション 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 概要説明、目標設定、スケジュール                                     2 

5月 業務のながれ、資質、接客用語 2 

5月 第1回 FDA様連携授業 2 

6月 第2回 FDA様連携授業・国内研修 2 

7月 サービス業務復習 2 

7月 評価 1 

9月 前期復習、マインドセット 2 

9月 第3回 FDA様連携授業 2 

10月 第4回 FDA様連携授業 2 

10月 接客用語、敬語立居振舞・空港研修 2 

11月 保安の知識（機内の設備と装備品） 2 

11月 保安の知識（安全性チェック） 2 

12月 第5回 FDA様様連携授業 2 

1月 サービス業務、保安業務総復習 2 

2月 EDT研修 2 

2月 評価 1 

成績評価の方法 

 

学期末試験（50％）、平常点【授業態度、出欠席、予習復習など】（50％） 

 

使用テキスト 
／教材 

エアラインテキスト 

獲得スキル マナー全般、立居振舞、接客用語、航空業界知識 

関連科目 エアライン総合実習、マナー全般、エアライン英語Ⅰ・Ⅱ、航空基礎知識 

履修の注意点 
／その他 

女子学生は制服とスカーフを着用し、身だしなみを整えて参加すること。 
※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 一般基礎教養 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 山崎 弘 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

 授業の目的は受講生の就職活動での一般基礎学力評価（ＳＰＩ）において、特に職業人と

しての非言語分野能力の担保を備えることです。そのためには、中学及び高等学校で学習し

た数学の知識を整理し、応用することで基礎力の向上を図らねばなりません。これにより、

就職活動でのＳＰＩ試験を突破し内定獲得に繋げることができます。 

授業手法 講義及び演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 オリエンテーションと基礎力確認 2 

5月 基本的な四則計算力とＳＰＩの穴埋め問題演習 2 

6月 数学的単位の基礎（距離・時間・速さ・重さ・面積・体積 等） 4 

7月 代数と関数、因数分解、方程式とグラフ（グラフの特性） 4 

9月 割合と集合、経路、推測 6 

10月 確立と順列・組合せ、解答テクニック① 2 

11月 文章解釈、資料解釈、解答テクニック② 4 

12月 模擬演習 2 

1月 模擬演習 2 

2月 評価テスト、その解説 2 

   

     

成績評価の方法 
【前期】 演習提出課題（20%）、出席率（30%）、筆記試験(50%） 

【後期】 演習提出課題（20%）、出席率（30%）、筆記試験(50%） 

使用テキスト 
／教材 

一般教養ＳＰＩ冊子および配布資料 、ＳＰＩ３（成美堂出版） 

獲得スキル 就活および業務遂行に必須となる非言語能力スキル 

関連科目 キャリアサポートⅠ 

履修の注意点 
／その他 

授業の復習をその日のうちに行うことに期待します。 
小テストの習熟度判断により補修を実施する場合があります。 



静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

シラバス（授業概要） 

 

授業科目名 秘書実務Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 小澤 恵巳子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 1年 後期 必修 15 1 

授業目的 
到達目標 

社会人になる前の職場常識を学びます。秘書検定2級合格までは必須で、2年次には更に上の

級を目指します。秘書の実践的な知識や技能を確実に身に付け、仕事に対する視野を広げ「仕

事能力」を高めていきます。 

授業手法 
秘書検定のテキストを用い、講義形式で行います。（解答のみでなくその理由までの理解を

重視） 

授業内容 

授業計画 

9月 必要とされる資質   求められる人柄の理解             （１） 

9月 必要とされる資質   機密・身だしなみについての理解        （１） 

10月 職務知識       秘書の仕事の機能と上司との関連についての理解 （２） 

10月 一般知識       社会常識・時事問題に関する理解        （１） 

11月 一般知識       経営管理に関する初歩知識について       （１） 

11月 マナー・接遇     人間関係とマナー               （１） 

12月 マナー・接遇     話し方・交際の業務              （１） 

12月 技能         会議・文書作成                （２） 

1月 技能         文書取り扱い・ファイリング・資料管理     （１） 

1月 技能         スケジュール管理・環境整備          （２） 

2月 検定対策                              （２） 

月                               

月  

月                

  

    

成績評価の方法 小テスト（３０％） 定期試験・検定結果（５０％） 出欠席・授業態度（２０％） 

使用テキスト 
／教材 

秘書検定2級 パーフェクトマスター・ 実問題集 （早稲田教育出版） 

獲得スキル 振る舞い・言葉遣い・対応力のスキルアップ 及び、社会常識の理解 

関連科目 客室実習・ユニバーサルサービス・サービス接遇・秘書実務Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

社会人としての常識を身につけ、人としても成長につながる授業であるが、実践出来る機会を多

く持つことへの配慮が必要。 



静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

シラバス（授業概要） 

 

授業科目名 航空運輸議論 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 蓬莱正樹 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 1年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

航空業界の歴史と今後の展望を学ぶ中で客室乗務員の業務に関わる専門用語を習得する。 
航空機の特質を知り、客室乗務員の業務に必要な航空気象、航路の基礎を学ぶ。 
コックピットクルーとの連携について学ぶ。レポート作成を通じて、志望動機、到達目標に

ついて自ら考える機会を与える。 

授業手法 講師作成の画像・映像資料と配布資料による講義形式 時間数 

授業内容 

授業計画 

9月 概論と歴史 2 

9月 機材について 2 

9月 航空用語と実用的な知識 2 

10月 航空用語 続き 2 

11月 航空用語 続き 2 

11月 エアライン・オペレーションの具体的な紹介  運航の流れ 2 

11月 緊急対応 飛行計画と航空管制 航空路 2 

11月 航空気象 2 

11月 緊急対応 概論 2 

12月 航空地理 地図を作ってみよう 2 

1月 コミュニケーション・情報収集 2 

1月 過去のQ&A 2 

1月 知識の整理と受験への準備 2 

2月 課題の添削と討議 2 

2月 課題の添削と討議 2 

成績評価の方法 課題(「私の夢と目標」)に対するレポート提出、添削 80%) 小テスト (20%) 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 日本道路地図 

獲得スキル 就職後の教育に備え、航空運輸全体の予備知識を得る。 

関連科目 航空基礎知識 

履修の注意点 
／その他 

※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 ユニバーサルサービス１ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 幡鎌美恵子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 1年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

聴覚障害とその生活についての理解を深めるとともに、日常生活で必要な手話を習得する。

手話検定5級合格を目指す 

授業手法 
講義：ろう者講師による聴覚障害についての知識 

実技：テキストを用いて手話の学習 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 講義「聴覚障害者と手話」手話実技「あいさつ」「数字」「家族」 8 

10月 手話実技「趣味」「復習」「職業」「学生生活」「一日」「一週間」 12 

11月 手話実技「一年」手話検定試験対策 面接試験対策 復習 10 

12月 全国手話検定5級試験  

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

成績評価の方法 
① 手話検定5級の結果70％ 

② 授業への出席率、積極性30％ 

使用テキスト 
／教材 

静岡発～『手話は言語』～手話学習テキスト 
プリント配布 

獲得スキル あいさつ、自己紹介を中心とした全国手話検定5級レベル 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

「手話は見ることば、聴覚に障害を持つ「ろう者」のことばです。手話を覚えながら音のない文

化「ろう文化」にふれるとともに、手話検定5級合格を目指しましょう 
＊手話通訳士が講義を担当する ※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 エアライン英語Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 阪本 知恵 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 2年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

1年次に引き続き、TOEICスコアアップに向けた総合英語力の強化を目標とします。 
また客室実習の基礎知識を復習しながら、英語での機内アナウンスやロールプレイなど中心

に学び、いかなるシチュエーションにも対応できる接客英語力の向上を目指します。 

授業手法 講義、実習形式（グループワーク、ロールプレイを行います） 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 TOEICテキスト演習 / 面接で使われる英語 6 

4月 TOEICテキスト演習 / 面接で使われる英語 6 

5月 TOEICテキスト演習 / English Interview Practice 6 

5月 TOEICテキスト演習 / Service Language 6 

6月 TOEICテキスト演習 / In-Flight Meal, CIQ Forms 6 

6月 TOEICテキスト演習 / English Announcement 6 

7月 TOEICテキスト演習 / 期末試験 6 

9月 Hospitality English   / English Dictation (Captain’s Announcement) 6 

9月 Hospitality English   / English Dictation (Captain’s Announcement) 6 

10月 Hospitality English   / First Aid , Evacuation 6 

11月 Hospitality English   / Role Play Phrases 8 

11月 Hospitality English   / Role Playing Practice 8 

12月 Hospitality English   / Role Playing Practice 8 

12月 期末試験 6 

   

     

成績評価の方法 
出席率（50％） 平常点: 授業態度、ロールプレイ、小テスト（50％） 

 

使用テキスト 
／教材 

・エアラインテキスト 
・公式TOEIC LISTENING＆READING プラクティスリーディング編 
 

獲得スキル ・英語力 ・客室乗務員の業務に必要な接客英語、対応力 

関連科目 ・エアライン英語Ⅰ ・客室実習 ・エアライン総合 

履修の注意点 
／その他 

辞書を持参すること。 
※実務経験のある教員が担当する科目である。 



静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

シラバス（授業概要） 

 

授業科目名 面接対応Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 蓬莱正樹 小澤恵巳子 小尾純子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

実技 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

客室乗務員らしい立ち居振る舞い、言葉遣いの体得 
自分の思い、個性を企業が求める人材像に沿って伝えることができる 

授業手法 模擬面接、グループディスカッション、グループワーク、プレゼンテーション 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
ES に基づいた模擬面接 企業別グループディスカッション   

            （サービス業で求められる人材）         
8 

5月 
ES に基づいた模擬面接 企業別グループディスカッション         

            （サービス業で求められる人材） 
8 

6月 ES に基づいた模擬面接 企業別グループディスカッション         8 

7月 ES に基づいた模擬面接 企業別グループディスカッション        6 

9月 内定者はグループワークで動画作成 未内定者は模擬面接         8 

10月 内定者はグループワークで動画作成 未内定者は模擬面接         8 

11月 内定者はグループワークで動画作成 未内定者は模擬面接         8 

12月 動画を使ったプレゼンテーション                  6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

     

成績評価の方法 
平常点 70％ 評価のための模擬面接またはプレゼンテーション 30％ 

使用テキスト 
／教材 

自己分析シート・講師作成プリント 

獲得スキル 思いや意見を初対面の方に伝えることができる 

関連科目 面接Ⅰ 

履修の注意点 スーツ着用、就活同様の身だしなみを整えて出席してください。 

※実務経験のある教員が担当する科目である。 

 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 エアライン総合実習 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 小尾純子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

アナウンス業務、イレギュラー対応、スペシャル対応ができるようになる。 
学んだことを子供向けの航空教室（12月実施）で教えることができる。 

授業手法 講義、実技 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 アナウンス業務 2 

5月 クレーム対応の基本 2 

6月 クレーム対応のロールプレイ 4 

7月 スペシャル対応 4 

9月 
AS合同コンペティション準備 合同実習①オーバーサイズ手荷物 
 航空教室準備 

8 

10月 AS合同のコンペティション準備 合同実習②車いす 航空教室準備 4 

11月 AS合同のコンペティション準備 合同実習③急病人対応  航空教室準備 4 

12月  コンペティション 航空教室実施 2 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

提出物と授業態度50％ 

アナウンス、クレーム対応、スペシャル対応のロールプレイ50％ 

 

使用テキスト 
／教材 

オリジナルエアラインテキスト、講師作成プリント 

獲得スキル アナウンススキル、クレーム対応とスペシャル対応のスキル 

関連科目 客室実習 

履修の注意点 
／その他 

制服、スカーフ着用 ※実務経験のある教員が担当する科目である。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 フィジカルトレーニング 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 大橋 美穂子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

目指す業務の内容は、交代制で昼間だけでなく夜間の業務もある。経験のない時間での勤務

と生活形態の変化による心と身体にかかる負担について考え、自分にあったセルフケアを実

践できることを目標とする。 
 

授業手法 
体操の歴史、種類、身体の部位なども学び、心身にかかる負担とその改善策を運動、

食事、生活習慣を通して学ぶ。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 体操の歴史・体操の種類        毎回の授業での簡単ストレッチ 6 

5月 
身体を知る 身体の部位 システム 部位別の体操と効果 姿勢、バレエ

の基本 
6 

6月 
筋肉の働きを学ぶ  身体の使い方から起こる症状  身体のケアができ

るトレーニング    
8 

7月 フレイルについて 体力アップのためのトレーニング、体幹トレーニング 4 

8月 今の自分の状態にあった、ストレッチ、トレーニングを考え作成する  4 

9月 生活習慣の改善の必要性を知る プラステン（１０）力アップ 8 

10月 食生活について考える 心について考える 身体の使い方から起こる症状 12 

11月 青春度指数 救急法 8 

12月 まとめ 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 
出席率50％ 提出物40％ 授業での積極性10％ 

 

使用テキスト 
／教材 

講師作成資料集 

獲得スキル 心身のセルフケア法 

関連科目 フィジカルトレーニングⅠ 

履修の注意点 
／その他 

心と体のバランスのとれた社会人になるための体操とトレーニングです。 
食事、心のケアなど生活に結びつけながら、自分の症状にあった体操、トレーニングを考えてい

きます。 



静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

 

授業科目名 秘書実務Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 小澤 恵巳子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義・演習 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

上司の指示の受け方や言葉遣い等を実践的に学び「仕事能力」を高めていくための、検定を

含めた対策を行います。これから社会に出ていく学生にとっては仕事の幅を広げて質の高い

仕事を目指すことが出来る社会常識の学習です。 

授業手法 
授業はテキストを用いて講義形式で行います。解答のみでなく、その理論を理解する事で 

より確実に習得することが出来ます。 

授業内容 

授業計画 

4月 6月検定に向けての2級・準１級対策授業  必要とされる資質・職務知識（２） 

4月 6月検定に向けての2級・準１級対策授業  一般知識         （２） 

5月 6月検定に向けての2級・準１級対策授業  マナー・接遇       （２） 

5月 6月検定に向けての2級・準１級対策授業  技能           （２） 

6月 6月検定に向けての2級・準１級対策授業  総まとめ（過去問演習）  （４） 

9月 準1級対策  上級秘書の資質と能力・対人関係の心得         （２） 

9月 準1級対策  秘書の機能と役割・秘書の業務                         （３） 

10月 準1級対策  企業と経営・社会常識と基本用語                       （２） 

10月 準1級対策  人間関係と話し方・電話応対と接遇                     （３） 

11月 準1級対策  交際・会議・文書の作成と取り扱い                     （２） 

11月 準1級対策  総まとめ （過去問演習）               （３） 

12月 準1級面接試験対策 （ロールプレイング形式）            （３） 

月  

月  

  

    

成績評価の方法 小テスト（３０％） 定期試験・検定結果（５０％） 出欠席・授業態度（２０％） 

使用テキスト 
／教材 

秘書検定2級 集中講義・準１級 パーフェクトマスター／実問題集（早稲田教育出版） 

獲得スキル 知識の習得と共に、実践的な上司への報告の仕方・来客応対などを身につけます。 

関連科目 エアライン総合・サービス接遇・秘書実務Ⅰ 

履修の注意点 
／その他 

幅広い分野で活躍するためのツールとして活用出来る科目です。知識のみでなく自ら考え行動出

来ることを意識した授業展開が必要。 



シラバス（授業概要） 

静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校 

 

授業科目名 ユニバーサルサービスⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際エアライン科／エアラインコース 

担当教員 大川香織 小澤恵巳子 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

授業形態を選択 2年 前期 必修 30 単位を選択 

授業目的 
到達目標 

航空業界や接客時における基本的な手話の会話を習得する 
サービス介助を行うための知識を習得し車いすの操作を体得する。 

授業手法 
実技：手話学習テキスト 接客用会話テキストを用いての学習 

グループワーク：高齢者 障害者への配慮について学習 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 手話実技「復習」「航空会話①」「航空会話②」「航空会話③」 8 

5月 手話実技「航空会話④」 会話実習「ろう者講師に接客」サービス介助とは 6 

6月 
グループワーク「高齢者 障害者への配慮」 手話実技「航空会話⑤」「航

空会話⑥」「航空会話⑦」 車いす操作① 
10 

7月 会話実習「ろう者講師に接客」 発表「手話で案内」車いす操作② 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

     

成績評価の方法 
7月14日発表の手話（２分間）車いすの扱いを含む実技70％ 

授業への出席率、積極性30％ 

使用テキスト 
／教材 

静岡発～『手話は言語』～手話学習テキスト～ 接客用会話オリジナルテキスト  
講師作成プリント 

獲得スキル 基本的な接客手話 車いす操作 

関連科目 ユニバーサルサービスⅠ 客室実習 エアライン総合実習 

履修の注意点 
／その他 

1年生で獲得した手話を基に聴覚障害のあるお客様に安心してもらえる接客を学ぶ 
＊手話通訳士が講義を担当する科目である サービス介助士資格を持つ教員が担当する科目であ

る。※実務経験のある教員が担当する科目である。 


