
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 テーマパークⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 大石 麻美 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

テーマパークのホスピタリティは勿論、人を感動させるモチベーションはどこから来るのか

の動機付けや背景を事実をもとに探り、より深い理解に繋げていきます。ケーススタディを

軸にし、総合的なテーマパークの理解を目指します。型に捉われない豊かな発想力を育むこ

とを目的とし、ロールプレイング（日/英）も積極的に行います 

授業手法 オリジナルテキストを用い、講義・演習形式にて行います。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業説明・テーマパーク創設者の想いを探る 2 

4月 テーマパークスタッフとは、職種研究と役割 2 

5月 テーマパークの歴史 2 

5月 ユニバーサルサービスとは 2 

6月 ユニバーサルサービス実習準備 2 

7月 認知症とは何か（外部講座） 2 

7月 前期試験（筆記・実技） 2 

9月 テーマパーク拡張とは 2 

9月 秋期研修準備 2 

10月 秋期研修 2 

10月 マジカルモーメントとは何か 2 

11月 マジカルモーメント演習 2 

11月 サービスリカバリーとは何か 2 

1月 サービスリカバリー演習 2 

2月 後期試験 2 

   

成績評価の方法 出欠席（30％）授業態度（20％）提出課題（30％）定期試験結果（20％） 

使用テキスト 
／教材 

・オリジナルテキスト 
・あなたに幸せの魔法をかけるディズニーランドの言葉  （かんき出版） 
・東京ディズニーリゾート完全ガイド（講談社） 

獲得スキル テーマパークの概要とホスピタリティの基礎理解 

関連科目 テーマパークⅡ、ホスピタリティスキル、プレゼンテーション 

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。 



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 アナウンス 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 太田 玲子 ※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 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

心のこもったお客様対応が求められている今だからこそ、正確に伝わる声、表情のある心地

よい声に磨きをかけながらアナウンステクニックを学びます。徹底した基本発声練習や課題

の取り組みから、自身の声や伝わり方が確実に変わった事を実感し、フリーアナウンサーレ

ベルを目指します。 

授業手法 基礎トレーニング ＋ 原稿をもとに各自発表する実技形式にて行います。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 ・＜授業説明、発声練習の仕方＞ ・＜短文１＞ 4 

5月 ・＜短文２＞ ・＜短文３＞  ・＜商品インフォメーション基礎＞ 6 

6月 ・＜商品インフォメーション応用＞ ・＜ナレーション初級１＞ 4 

7月 ・＜ナレーション初級２＞ ・＜発表準備＞ ・＜前期試験＞ 6 

9月 ・＜子供向けイベント入門＞＜応用＞・＜大人向けイベント入門＞＜応用＞ 8 

10月 ・＜中文原稿の読み方基礎＞・＜中文原稿の読み方応用＞ 6 

11月 ・＜映像ナレーション基礎＞・＜映像ナレーション応用＞・＜ニュース原稿＞ 6 

12月 ・＜ニュース原稿＞ 4 

1月 ・＜原稿作成＞ ・＜発表準備＞ 4 

2月 ・後期試験 2 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 前期、後期共にそれぞれ 本試験（50％） 出席、態度、日頃の発表（50％） 

使用テキスト 
／教材 

配布プリント 

獲得スキル アナウンスの基礎  原稿の読み方  コミュニケーションスキルアップ 

関連科目 アナウンス実践、コンシェルジュⅠ、Ⅱ 

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 



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 茶道・着付け 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 見原 文子 ※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 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

日本の民族衣装である着物と、茶道の知識を通じ、日本の伝統的な立ち居振る舞いを身につ

けることを目標とします。ビジネスシーンにも生かすことが出来るよう反復練習を行いま

す。 

授業手法 演習・実技形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業の進め方、茶の湯の歴史。お点前の拝見 2 

4月 茶道具の説明、菓子の取り方 2 

5月 畳の上での歩き方、茶道での所作 2 

5月 割り稽古 2 

6月 お点前（客の作法） 2 

7月 お点前（千家十職） 2 

7月 茶会 2 

9月 着物の歴史と種類 2 

9月 浴衣の着せ付けと着付けの違い 2 

9月 一人で浴衣を着て歩く 2 

10月 浴衣の着付けとおしゃれ帯結びの様々 2 

10月 小紋・訪問着・付け下げの違いを理解する 2 

11月 名古屋帯と袋帯の帯結びの違いを知る、アレンジ 2 

1月 和服を着こなし美しい立ち居振る舞いを知る 2 

2月 総復習、和服でのおもてなし 2 

   

成績評価の方法 出欠席２５％、授業態度２５％、実技の習熟度５０％を踏まえ評価致します。 

使用テキスト 
／教材 

茶菓子、抹茶、懐紙、楊枝 

獲得スキル 基本的なお点前と着付けのスキル 

関連科目 華道、異文化理解、異文化接遇 

履修の注意点 
／その他 

世界に誇る日本の伝統文化を通じて、考え方や振る舞いを学んでください。 



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 コンシェルジュⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 諏訪 好枝 ※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 60 2 

授業目的 
到達目標 

社会人としての基本マナー・一般常識・社会人としての常識とマナーをベースとし、コンシ

ェルジュを代表とする、接客接遇業界のあらゆる業務・分野において実践的に役立つ知識・

技能の習得を目標とします。 
授業では自ら考える力、発言力、発想力を構築していきます。 

授業手法 講義、実習形式 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 基本マナー全般（一般常識・基本マナー・社会人マナー・挨拶・文書作成） 4 

5月 身嗜み・立ち振る舞い・言葉遣い・歩き方・立ち姿勢・所作 8 

6月 話し方・聴き方 8 

7月 コミュニケーションスキル 8 

9月 前期復習・ビジネス文書作成 4 

10月 電話応対 4 

11月 会話力・プレゼンテーションスキル 8 

12月 発表会準備 8 

1月 スピーチ・提案力育成 4 

2月 後期復習・年間総まとめ 4 

月   

   

   

   

   

成績評価の方法 授業での発言力・提出物（50％）、判断・表現力（30％）、出席率（20％） 

使用テキスト 
／教材 

教科書・サブテキスト 

獲得スキル 接客接遇業界に必要な基本スキル・コミニュニケーションスキル 

関連科目 アナウンス、文書作成、インフォメーションデザイン、ホスピタリティスキル、EQ開発 

履修の注意点 
／その他 

受け身ではない、参加型、各自で授業を構築していくクリエイティブな姿勢を習得する。 
※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 ホスピタリティスキル 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 千葉 麻里 ※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 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

接遇マナーと社会常識を軸とし、心からのおもてなしのあり方について、基礎的な能力とコ

ミュニケーションの重要性を理解する力を身に付けます。 
テキスト・ケーススタディで、想像力・発想力・判断力のトレーニングを行います。 
毎回小テストを実施し、理解度を測ります。 

授業手法 公式テキスト・オリジナルテキストを用いて講義・演習形式。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 ホスピタリティの基本 4 

5月 ホスピタリティの原点 6 

6月 ホスピタリティ・マナー 4 

6月 コミュニケーション 4 

7月 顧客心理 4 

7月 前期試験 2 

8月 前期の復習 2 

9月 職場環境の大切さ 10 

10月 試験対策（模擬試験） 6 

11月 企業と社会のかかわり 8 

12月 企業の社会的責任とホスピタリティ 4 

1月 ビジネス・ヘアスタイル 夜会巻き 4 

2月 後期試験 2 

   

   

成績評価の方法 
〔前〕前期試験（40％）・小テスト（30％）・授業態度（30％） 
〔後〕後期試験（30％）・小テスト（30％）・授業態度（20％）・検定結果（20％） 

使用テキスト 
／教材 

社会人ホスピタリティ検定〔基本〕〔実践〕公式テキスト（経済法令研究会） 
オリジナルテキスト 

獲得スキル ホスピタリティの基礎知識と理解 

関連科目 EQ開発・コンシェルジュⅠ・コンシェルジュⅡ・テーマパークⅠ・テーマパークⅡ 

履修の注意点 
／その他 

ホスピタリティの概念を正しく理解し身に付けることで、様々な業界・業種に対応できるスキル

となります。 



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 異文化理解 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／ランゲージコース 

担当教員 山梨 千恵子 ※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 

講義・演習 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

異文化理解力の育成を目標とし、世界の文化を、歴史・宗教・政治経済などから広く学び、

自国のものと比較しながら理解を深め、異文化間のコミュニケーションに役立つ知識や視点

を身につける。後期は学習したことをもとにグループで研究テーマを決め、プレゼンを行う。 
 

授業手法 授業は講義形式を基本としますが、単元ごとに演習を含みます。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 グローバル社会の基礎知識、「異文化理解力」とは 2 

5月 高テクスト文化・低コンテクスト文化  2 

6月 The Culture Map、ケーススタディから見る異文化間の衝突 2 

7月 世界の人口・高齢化、移民問題と多文化主義 4 

9月 世界の宗教、ケーススタディから見る多文化社会 4 

9月 世界の食文化、食習慣・風土・歴史 2 

9月 世界の言語、多種多様な非言語コミュニケーション 2 

10月 世界の経済と情報化社会、デジタル化で変革する社会 2 

11月 世界の文化遺産、日本の文化遺産・文化財 2 

12月 プレゼンテーション準備 2 

1月 プレゼンテーション準備 2 

2月 プレゼンテーション発表 4 

   

   

成績評価の方法 出席率・授業態度（50％）、授業内レポート（30％）、プレゼンテーション（20％） 

使用テキスト 
／教材 

なるほど知図帳世界2021、授業で配布する資料 

獲得スキル 異文化コミュニケーションの基礎知識、プレゼンテーションスキル 

関連科目 異文化接遇、ホスピタリティスキル、茶道・着付け、華道 

履修の注意点 
／その他 

相互に文化を尊重したコミュニケーションはグローバル社会において欠かせません。語学だけで

はなく、文化的背景を理解した異文化コミュニケーションスキルを身につけましょう。国際社会

の様々なトピックについて、自ら問題意識をもって調べ、思考する積極性を歓迎します。 



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 プレゼンテーション 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 千葉 麻里 ※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 60 2 

授業目的 
到達目標 

ご案内スキルを向上させるため、人の前で話をすること、情報の収集と分析、そしてわかり

やすく伝える・伝わることにチャレンジし、これらに慣れることを目標とします。 

授業手法 課題と手法を提案し、原稿作成・発表を基本とします。講義・演習形式 時間数 

授業内容 

授業計画 

9月 プレゼンテーションの基礎知識 10 

9月 
自己紹介のプレゼンテーション 
～お客様にファンになっていただくために～ 

6 

10月 
S-AIRの体験入学時の学校紹介 
～コンシェルジュ自身が商品であること～ 

10 

11月 
ポスターワーク 
～宣伝内容をいかに魅力的に伝えるか～ 

6 

11月 
ミーティング（グループワーク） 
～共通のコンセプトでご案内～ 

6 

11月 
良いサービスと悪いサービス 
～観察し自分の意見をまとめてお伝えする～ 

6 

12月 
あなたが目指すおもてなし 
～感動を与えるおもてなしをするために～ 

8 

1月 
講師となってミニセミナー開催① 
～これまでの学びを活かそう～ 

4 

2月 
講師となってミニセミナー開催② 
～これまでの学びを活かそう～ 

4 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 発表（70％）・授業態度（30％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル プレゼンテーション基本・応用知識 

関連科目 アナウンス・アナウンス実践・インフォメーションデザイン・テーマパークⅠ・テーマパークⅡ 

履修の注意点 
／その他 

与えられた課題を限られた時間で取り組み、自分の思いを明確にします。 
自分の話で人を惹きつけ、影響を与えることができる人を目指しましょう。 



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 文書作成 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 大石 麻美 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

日常業務における上司への報告や社内文書、社外文書等、社会人として必要なビジネス文書

の作成スキル習得を目標とします。定型文の説明後、課題を提示し、作成・発表を基本とし

ます。 

授業手法 
項目ごとに課題を提示し、作成することを行うことで理解の定着を図ります。 

※講義・演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 授業の進め方について・ビジネス文書の種類① 2 

9月 ビジネス文書の種類② 2 

10月 社内文書＜口頭による連絡＞ 2 

10月 社内文書＜電話による連絡＞ 2 

10月 社内文書＜メールによる連絡＞ 2 

11月 社内文書まとめ 2 

11月 社外文書＜口頭による連絡＞ 4 

11月 社外文書＜電話による連絡＞ 6 

12月 社外文書＜メールによる連絡＞ 4 

1月 社外文書まとめ 2 

2月 自由選択課題制作・発表 2 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 提出課題（70％）出欠席（30％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル ビジネス文書の作成スキル 

関連科目 サービス接遇Ⅰ、サービス接遇Ⅱ、インフォメーションデザイン 

履修の注意点 
／その他 

毎授業パソコンを持参すること。 
※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 テーマパークⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 大石 麻美 ※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 

テーマにする事柄に基づいたグループワーク、ペアワーク等を用いて自分自身のフィードバ

ックは勿論、自分自身のサービス提案力向上に繋げ、より接客の現場を意識した知識の応用

を目指します。ロールプレイング（日/英）を中心に行い、テーマパークの観点から、心の装

い方とおもてなしの在り方を学びます。 

授業手法 オリジナルテキストを用い、講義・演習形式にて行います。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業説明・一年次の復習 4 

4月 キャラクターの役割とは 4 

5月 オリジナルキャラクターを考える・プレゼンテーション発表 4 

5月 季節イベントの役割とは 4 

6月 オリジナルイベントを考える・プレゼンテーション発表 8 

7月 アトラクションの役割とは 4 

7月 前期試験 2 

9月 オリジナルアトラクションを考える・プレゼンテーション発表 4 

10月 秋期研修準備 4 

10月 秋期研修 4 

11月 食育とは何か 4 

11月 テーマパークにおける食育 4 

12月 テーマパークの一日をプランニング 8 

12月 後期試験 2 

   

      

成績評価の方法 出欠席（30％）授業態度（20％）提出課題（30％）定期試験結果（20％） 

使用テキスト 
／教材 

・オリジナルテキスト 
・あなたに幸せの魔法をかけるディズニーランドの言葉  （かんき出版） 
・東京ディズニーリゾート完全ガイド（講談社） 

獲得スキル テーマパークの概要とホスピタリティの基礎理解 

関連科目 テーマパークⅡ、ホスピタリティスキル、プレゼンテーション 

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。 



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 アナウンス実践 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 太田 玲子 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

昨年度の学びをより強化させると共に、実際にあるアトラクションや行事の実習を通して 
原稿読みやイベントMC,フリートークレベルを上げていきます。 
シチュエーションやプロの現場を想定した実習を行い、フリーアナウンサーレベルのアナウ

ンス力を磨きます。 

授業手法 基礎トレーニング ＋ 原稿をもとに各自発表する実技形式にて行います。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 ・＜1年次の振り返り＞ ・＜アトラクション１＞ ・＜アトラクション１＞ 4 

5月 ・＜アトラクション２入門＞・＜応用＞ 4 

6月 ・＜アトラクション３入門＞・＜応用＞ ・＜仕上げ＞ ・＜発表準備＞ 4 

7月 ・＜発表準備＞ ・＜前期試験＞ 4 

9月 ・＜ナレーション１＞ ・ナレーション２＞ ・＜アトラクション４＞ 4 

10月 ・＜アトラクション４＞ ・＜朗読入門＞ ・＜朗読応用＞ 4 

11月 ・＜中文１＞ ・＜中文２＞ ・＜発表準備＞ ・＜発表準備＞ 4 

12月 ・＜発表準備＞ ・＜後期試験＞ 2 

   

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 前期後期共にそれぞれ 本試験（50％） 出席、態度、日頃の課題（50％） 

使用テキスト 
／教材 

配布プリント 

獲得スキル アナウンステクニック  伝わる原稿の読み方  コミュニケーションスキルアップ 

関連科目 アナウンス、コンシェルジュⅠ、コンシェルジュⅡ、プレゼンテーション 

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 



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 華道 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 鈴木 智美 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

・日本文化の華道から、時流に合わせたおもてなしの心を学ぶ。 
・華道とフラワーアレンジメントの基礎を学び、必要性に合わせた提案ができるようにする。

（コミュニケーションツールのひとつとして身につける） 

・様々な角度から作品の違いや、それぞれの工夫を発見する。 

・作品の完成、写真を撮りファイルを作り提出。（卒業後に自分の教科書になるようにする） 

・授業を通じて自分にしかない輝くものを見つけ、成長し自信として繋げてほしい。 

授業手法 実践（学生間での協力、お互いの個性の理解と尊重、時間内での完成） 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業説明、年中行事とお花の関係、フラワーデザインの発想と必要素 2 

4月 フラワーアレンジメント基礎１練習(ラウンド) 2 

5月 華道（生花） 2 

5月 フラワーアレンジメント基礎１完成(ラウンド) 2 

6月 華道（生花） 2 

6月 様々な一輪挿しを使った演出方法（生花） 2 

7月 フラワーアレンジメント基礎２練習 2 

7月 フラワーアレンジメント基礎２完成 2 

7月 フラワーアレンジメント応用（シュミレーション） 2 

9月 フラワーアレンジメント応用 2 

9月 フラワーアレンジメント応用（ギフト） 2 

9月 華道（生花） 2 

10月 応用（生花の洋風アレンジーデザインを生み出す) 2 

11月 フラワーアレンジメント応用（クリスマス） 2 

12月 フラワーアレンジメント応用（お正月飾りの由来と意味、しめ縄飾り作り） 2 

成績評価の方法 授業への出席率（ 50% ）・ 積極性（ 20% ）・作品の完成、課題ファイル（ 30% ） 

使用テキスト 
／教材 

配布資料 

獲得スキル 華道、フラワーアレンジの基礎から学ぶコミュニケーションツールとしてのお花の活用方法 

関連科目 茶道・着付け、異文化理解、異文化接遇 

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。 



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 コンシェルジュⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 諏訪 好枝 ※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 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

就業した際に、マニュアルに捉われることなく、自ら考え、行動するスキルを獲得するため

の、臨機応変な状況判断、即時即決する能力育成を目指します。 
ディスカッションとロールプレイング形式の実践的な授業。 

授業手法 講義・実習形式 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 1年次の復習 4 

5月 ケーススタディ・ロールプレイング 8 

6月 ケーススタディ・ロールプレイング 8 

7月 プレゼンテーションスキル 8 

9月 アナウンス・プレゼンテーションスキル 4 

10月 伝える力 8 

11月 マネジメント能力 8 

12月 発表会準備・総まとめ 8 

月   

月   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 授業での発言力・提出物（50％）、判断・表現力（30％）、出席率（20％） 

使用テキスト 
／教材 

教科書・サブテキスト 

獲得スキル 社会人に必要なスキル・コミュニケーションスキル・業務スキル 

関連科目 アナウンス、文書作成、インフォメーションデザイン、ホスピタリティスキル、EQ開発 

履修の注意点 
／その他 

接客接遇のあるゆる分野で即戦力として活躍することができるヒューマンスキルを習得する。 
※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 異文化接遇 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 関根由美子 ※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 

異文化コミュニケーションの座学とケーススタディ、調査とプレゼン発表を通して、コミュ

ニケーション活動への積極的な参加行動力を養い、よりよい異文化コミュニケーションスキ

ルを身に着ける。 
 

授業手法 毎回の課題に関する講義と小冊子の作成と実習、プレゼン発表。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 異文化の定義・文化とコミュニケーション 4 

5月 異文化理解への態度 4 

6月 言語コミュニケーション（世界のほめ方・叱り方・謝り方の調査） 4 

7月 言語コミュニケーション（世界の誘い方と断り方の調査）プレゼン発表 3 

9月 
出前教室①・非言語コミュニケーション（アイコンタクト・世界のジェスチ

ャー） 
4 

10月 
出前教室②・非言語コミュニケーション（空間と対人関係・世界の時間の感

覚） 
4 

11月 非言語コミュニケーションプレゼン準備と発表 4 

12月 アサーティブコミュニケーション・異文化適応力チェック・後期試験 3 

月   

月   

月   

月   

月   

     

成績評価の方法 提出課題・授業態度(30%)、発表の内容（30％）、試験結果（40％） 

使用テキスト 
／教材 

異文化コミュニケーション（三修社）・Glances of Japan(南雲堂)・講師作成プリント 

獲得スキル 
異文化コミュニケーションを学び、体験する事による、より高いコミュニケーション能力を

持つ人材の素地作り 

関連科目 比較文化研究、外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ、海外生活研修、海外文化研修 

履修の注意点 
／その他 

多文化の調査や資料作成などパソコンを使用することが多いため、基本的に毎回パソコンを

使用。 



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 インフォメーションデザイン 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 大石 麻美 ※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 前期 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

お客様からのお問い合わせやご要望の場に於いて、目の前のお客様に最も適した情報(インン

フォメーション)を素早く正確にお伝えするために、どのような準備(まとめ：デザイン)をす

ればよいかを考え、独自のご提案スタイル確立が目標です。 

授業手法 
講師作成プリントを用い、ご提案のケーススタディ、オリジナルリーフレットを作成・

ロールプレイングを行います。 ※講義・演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業説明・インフォメーションデザインの重要性とは 4 

4月 情報の収集法と整理について① 4 

5月 情報の収集法と整理について② 4 

5月 ご提案のケーススタディ① 4 

5月 ご提案のケーススタディ② 4 

6月 ご提案のケーススタディ③ 8 

6月 オリジナルリーフレットの作成① 8 

6月 オリジナルリーフレットの作成② 8 

7月 リーフレットを使用したご案内① 6 

7月 リーフレットを使用したご案内② 6 

7月 まとめ 4 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出欠席（25％）授業態度（25％）成果物（50％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル 情報収集とその提供に基づいたご案内スキル 

関連科目 コンシェルジュⅠ、コンシェルジュⅡ、文書作成 

履修の注意点 
／その他 

お客様の特別な一日を意識したご案内とは何かを考えリーフレット作成に反映させましょう。 
※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 EQ開発 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／コンシェルジュコース 

担当教員 松永 祐子 ※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 

自律的生き方のための効果的な行動スキルの習得と、他者と友好的な関係作りのために必要

なスキルを、内的コントロール心理学の理解を通して学ぶ。心理学を身近なものとして捉え、

人間力を磨くことにより、社会人しての対応力につなげる。 

授業手法 講義・演習形式にて行います。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業の進め方、EQ開発の目指すもの 2 

4月 お互いを大切にする関係について 2 

5月 ２つの心理学比較 選択理論心理学概要① 2 

5月 選択理論心理学概要② 2 

6月 自分を知る（基本的欲求） 2 

7月 自分を知る（欲求のプロフィール） 2 

7月 自分を知る（願望の世界） 2 

9月 私たちの行動の正体とは 2 

9月 行動のコントロール ものの見方・捉え方 2 

9月 セルフコンパッション 2 

10月 アンガーマネジメント基礎 2 

10月 アンガーマネジメント応用 2 

11月 ストレスマネジメントとレジリエンス① 2 

1月 ストレスマネジメントとレジリエンス② 2 

2月 まとめと到達テスト 2 

成績評価の方法 出欠席・積極的な授業態度・協力的な姿勢（80％）／到達度試験（20％）で評価します。 

使用テキスト 
／教材 

・講師作成プリント 
・「人生が変わる魔法の手帳」愛媛選択理論研究会 

獲得スキル 自己調整スキルと対人関係スキル 

関連科目 コンシェルジュⅠ、コンシェルジュⅡ、ホスピタリティスキル、異文化接遇 

履修の注意点 
／その他 

心理学のエッセンスをすぐにでも日常で使えるように学んでいきます。実践的で楽しく、記憶に

残る時間にしていきましょう。 


