
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 外国語会話Ⅰ 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 Linda Matsui ※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 

Oral English prepares students to speak and understand situations overseas. The students will 
learn helpful tips to use while traveling in English speaking countries.  

授業手法 
1.Text   2. Pair Work   3. Role Plays   4. Individual Written Tasks 
講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
Unit 1: Did you pack this bag yourself? – Checking in for a flight.  
Unit 2: Can I pay in yen? – Duty-free shopping  

2 

5月 
Unit 3: Which platform do I need? – Buying a train ticket.  
Unit 4: I’d like a ham sandwich, please. – Ordering in a café  

2 

6月 
Unit 5: Do you have a room for tonight? – Checking into a hostel.  
Unit 6: Can I use my card at this ATM? – Changing money at the bank.  

2 

7月 Unit 7: We’d like to pick up a rental car. – Renting a car 2 

7月 Review Test Units 1-7 2 

9月 
Unit 8: I have a sunburn – Getting help at the clinic.  
Unit 9; Do you have anything cheaper? – Buying souvenirs at the market.  

2 

10月 
Unit 10: Where are you from? – Asking people introductory questions  
Unit 11: Where should we meet? – Making arrangements to meet someone 

2 

10月 Unit 12: What are we doing tomorrow? – Making plans for the future 2 

11月 
Unit 13: I want to write an e-mail in Japanese – Asking for assistance  
Unit 14: What’s an egg sunny-side up? – Asking about new foods 

2 

11月 
Unit 15: I want to do a bungee jump. – Asking for tourist information  
Unit 16: I’ve lost my bag. – Reporting lost property 

2 

12月 
Unit 17: I think we’re lost – Asking for directions 
Unit 18: It’s famous – Talking about tourist attractions 

2 

12月 Unit 19: We want to come here again. – Talking about experiences  2 

1月 Unit 20: What time is your flight? – Getting to the airport  2 

2月 Review Test Units 8-20 4 

成績評価の方法 Attendance (5%), class participation (5%), attitude (5%), test scores (85%) 

使用テキスト 
／教材 

Passport to New Places text. Worksheet handouts provided by the teacher. 

獲得スキル Speaking / Listening / Reading / Writing / Pair Work / Discussion 

関連科目 
英会話Ⅰ、英会話Ⅱ、TOEIC SWⅠ、TOEIC SWⅡ、海外生活研修、海外文化研修 Active 

EnglishⅠ、Active EnglishⅡ、Drama English 

履修の注意点 
／その他 

The communications skills, vocabulary, grammar, role plays, and practice will help 

students prepare for travel-related work in English, overseas travel, and homestay 

programs. 



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 TOEIC SW I 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 Anthony Cook ※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 

The TOEIC(R) Speaking Test is a 20-minute online assessment of English speaking skills.  
There are 11 questions that cover a variety of tasks. Scores range from 10 to 200. Students 
are assessed on their ability to complete tasks, as well as their pronunciation, intonation,  
grammar, and fluency. This course is designed to equip students with the skills necessary to 
perform in the test effectively. 

授業手法 
Using class handouts, students will learn via lecture, timed practice, pair work,  
and test simulation. ※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
Introduction to TOEIC® Speaking  
Question 1&2 (音読問題) – Making short announcements  

4 

5月 Question 3 (写真描写問題) – Explaining the contents of a photograph 2 

6月 Question 4-6 (応答問題) – Answering interview & telephone question 4 

7月 Review Test, Assessment 4 

 9月 
Question 7-9 (提示された情報に基づく応答問題) – Locating information  
on a written document and responding to it.  

2 

10月 Question 10 (解決策を提案する問題) – Problem-solving skills  4 

11月 Question 11 (意見を述べる問題), Official Test  4 

1月 Review Test, 4 

2月     Assessment 2 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 
30% is based on attitude and effort. 70% is based on your performance in both review tests 
and the official test.  

使用テキスト 
／教材 

The teacher will provide hand-outs to the class which focus on the test part being practiced.  

獲得スキル Pronunciation / Intonation / Fluency / Problem-solving / Opinion giving  

関連科目 英語検定Ⅰ、英語検定Ⅱ、 Active EnglishⅠ、Active EnglishⅡ、外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

Global business requires the use of English over the phone or face-to-face. This course will mirror 
real life work situations such as making announcements, making small-talk, and dealing with  
telephone inquiries.  
※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 海外生活研修 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 関根 由美子・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・実習 1年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

経済のグローバル化を受けて、日本政府等海外留学を推進しています。このような時代の中

で、語学学習の準備をしながら個人の力で海外文化に触れ、海外での語学学習を体中で経験

することは、今後社会で活躍する生徒にとって有益な体験となります。 

週１の授業の準備によって海外個人語学留学を安全に有意義に実行することを目標とし、毎

回の授業はそれらを実現するための課題とその作成となります。 
 

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 海外個人留学の目的・留学場所等について 4 

5月 EF校での自己紹介・日本の季節ごとの行事についてプレゼン準備・発表 6 

6月 費用について調査・希望留学先の調査 4 

6月 希望留学先の調査のプレゼン発表準備 4 

7月 希望留学先調査のプレゼン発表準備・希望留学先プレゼン発表 6 

9月 EFの各種講義①・希望留学小冊子の作成 8 

10月 EFの各種講義②・希望留学小冊子の作成・オンラインホームステイ① 8 

11月 EFの各種講義③・希望留学小冊子の作成・オンラインホームステイ② 8 

12月 EFの各種講義④・オンラインホームステイ③ 6 

1月 EFの各種講義⑤・留学出発前最終確認事項の確認 4 

1月 留学出発前最終確認事項の確認 4 

2月 留学・留学後、課題提出・留学後発表会準備・留学後発表会 28 

月   

     

成績評価の方法 留学準備における各提出物(40%)、発表の内容（40％）、留学後の提出物（20％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル 異文化を体験する事による、グローバル人材の素地 

関連科目 比較文化研究、外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ、異文化接遇、ワールドトレンド 

履修の注意点 
／その他 

留学先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 海外文化研修 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 関根 由美子・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・実習 1年 後期 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

現地での語学学校・ホームステイを通しての文化研修を「海外文化研修」として実施してい

ます。本科目の目標は、海外個人留学中に、語学以外の生活文化を特に意識して学び、現地

で快適に暮らせるように努力することが目標となります。 
留学に出発する前に、現地の生活習慣や文化、ものの考え方などを学習していくとともに、

滞在中は現地の人々の生活を観察し、積極的に異文化を体感し学習していくことが重要にな

ります。 

授業手法 毎回の課題に関する講義、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 

9月 海外個人留学の目的、達成目標および留学場所について 4 

9月 留学先での自己紹介・日本の行事紹介のプレゼン準備・発表 6 

10月 希望留学先の調査（特に生活習慣について） 6 

10月 希望留学先調査のプレゼン発表準備・希望留学先プレゼン発表 4 

10月 留学小冊子の作成 4 

11月 留学小冊子の作成 4 

11月 留学小冊子の作成 4 

12月 留学前直前オリエンテーション 4 

1月 留学中の課題確認・ロールプレイング演習 4 

2月 ホームステイ  20 

   

   

   

   

成績評価の方法 留学準備における各提出物（40％）、発表の内容40％）、留学中の提出物（20％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント等 

獲得スキル 異文化を体感し、良き異文化コミュニケータとなるグローバル人材としての素地 

関連科目 比較文化研究、外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ、ビジネス英語、ワールドトレンド 

履修の注意点 
／その他 

留学先の調査や資料作成、プレゼンテーション作成のためパソコンを毎回使用します。 



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 Active English I 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 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 

教授法やレッスンプラン作成だけでなく、幼児童期の心理的特徴や児童英語教育の現状と 
展望など児童英会話の背景から学びます。 
最終目標として実際に幼児に対しての模擬授業を行って頂きます。  

授業手法 講義・演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 自己紹介・シラバス説明・児童英語教育について 2 

5月 こどもとは・英語教育変遷 2 

6月 教授法変遷（TPR） 4 

7月 ミニレッスンプラン作成 4 

 9月 教具について 4 

10月 レッスンテーマ決定  2 

11月 レッスンプラン作成 4 

12月 レッスンプラン読み合わせ 4 

1月 模擬授業リハーサル① 2 

2月 模擬授業 2 

   

   

   

   

成績評価の方法 出欠席（30％）授業態度（20％）提出課題（20％）模擬授業（30％） 

使用テキスト 
／教材 

・子どもに英語を教えるための教室英語（南雲堂） 
・Very Hungry Caterpillar board book 

獲得スキル Speaking / Listening / Reading / Writing / Pair Work / Discussion / 児童英会話の教育手法 

関連科目 
外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ、TOEIC SWⅠ、TOEIC SWⅡ、英会話Ⅰ、英会話Ⅱ 
Drama English、Active EnglishⅡ 

履修の注意点 
／その他 

 こどもに英語を教える上で一番大切なこと。それは教師も一緒に楽しむことです。「英語」を

媒体にして、みなさんとこどもたちがより良く生きていく為のお手伝いが出来ればと思っており

ます。一年間、宜しくお願い致します。※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 ビジネス英語Ⅰ 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 杉山 和代 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

輸出入、経済、金融に関する基礎知識、及び貿易書類の読み方を習得する。また、英文ビジ

ネスレター、英文Eメール、出張の場面の英会話を理解し、海外取引のEメールのやりとりを

読む。そして、2月に受験する、日商ビジネス英語3級検定（パソコンによる検定、100点満点

で70点合格）に合格する。 

授業手法 日商ビジネス英語3級の公式テキストを用いて、講義形式で行う。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 英文レターのフォーマット・海外貿易の流れ・英文レターを読む 4 

5月 英文レターを読む・Eメールで使用する略語 2 

6月 英文レターを読む・L/C・貿易条件について・保険・為替について 2 

7月 英文Eメールを読む・ビジネス英会話 4 

9月 英文Eメールを読む・貿易書類について・海外取引のEメールのやりとり 4 

10月 海外取引のEメールのやりとり 2 

11月 海外取引のEメールのやりとり 2 

1月 海外取引のEメールのやりとり 6 

2月 検定対策 4 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席率と授業態度(50%)、検定試験結果(50%) 

使用テキスト 
／教材 

日商ビジネス英語検定公式テキスト、および講師自作プリント 

獲得スキル 輸出入、経済、金融に関する基礎知識、及び貿易書類の読み方を習得する。 

関連科目 ビジネス英語Ⅱ、英文ドキュメント技法、ネゴシエーション 

履修の注意点 
／その他 

 



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 比較文化研究 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 海外生活研修、海外文化研修、ビジネス英語 

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 ネゴシエーション 年度 2021年度 

学科／コース 国際コミュニケーション科／ランゲージコース 

担当教員 Anthony Cook ※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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

This course is designed to give students a taste of different work environments that require the use of 
English. Hotel English, Airline English, Tourism English, and general hospitality English is covered dur
ing the course. At the end, students will have a better grasp of how English is used in the workplace.
  

授業手法 
Class will be a mixture of lecture, video, role-play, task-based activities, and small group  
discussion. ※実技形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 Unit 1: Airport English: (Check in counter / Flight Announcements) 4 

9月 Unit 2: Hotel English: (Check in counter / Hotel facilities) 4 

10月 Unit 3: Airline English: (Flight Announcements / Food Service) 6 

11月 Unit 4: English Teacher: (Grammar Terms / Lesson Planning) 4 

12月 Unit 5: Tour Guide: (Tour planning / Local Knowledge)  4 

1月 Unit 6: Group Discussion Introduction  4 

2月 Unit 7: Essential Job Interview Question Training  4 

   

   

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 30% Attendance, 70% Effort & Attitude  

使用テキスト 
／教材 

Class handouts will be provided for the students by the teacher relevant to each country.  

獲得スキル Speaking / Listening / Reading / Body Language / Pronunciation / Intonation 

関連科目 英文ドキュメント技法、ビジネス英語Ⅰ、ビジネス英語Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

During this course, you will role-play various jobs and learn about the job responsibilities. It is hop
ed this will give you a better idea of career opportunities available to you.   
※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 外国語会話Ⅱ 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 Linda Matsui ※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 

This class is focused on English communication skills for the workplace. Each unit presents 
new grammar, vocabulary, and new skills for a workplace setting which follows a story-line 
within an office workplace setting. Role plays enact realistic-type situations with a native    
speaker teacher prompting interaction. Worksheets are generally completed in each class  
following each lesson plan to ensure that students understand the material being presented.   

授業手法 
1.Text   2. Pair work   3. Role play   4. Worksheets 
※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
Unit 1: I’m in the computer business – talking about your job 
Unit 2: No, he’s the boss – Introducing people   

2 

5月 
Unit 3: This is where we have lunch – Explaining office layout   
Unit 4: Can I use your phone? – Giving instructions & phone numbers  

2 

6月 
Unit 5: How about some coffee? – Inviting / Making arrangements  
Unit 6: Can you meet me at the airport? – Travel plans / Making requests  

2 

6月 Unit 7: I’ll take care of it – Offering help / Apologizing   2 

7月 Review Test Units 1-7 2 

9月 

Unit 8: What are the sales figures? – Talking about sales /  
Saying large numbers   

Unit 9: Do you have an e-mail address? – Checking information  
4 

10月 
Unit 10: I’d like to work overseas – Discussing future plans   
Unit 11: What’s your job like? – Talking about yourself  

2 

10月 
Unit 12: Would you like me to fax you’re the details?  

– Dealing with inquiries 
2 

11月 

Unit 13: What’s the budget for the Web site? – Making comparisons   
Unit 14: I’ll meet you at the North exit. – Giving travel advice  
Unit 15: Good luck in your new job. – Talking about preferences 

4 

11月 

Unit 16: Review Lesson  
Unit 17: Review Lesson  
Unit 18: Review Lesson 

4 

1月 Unit 19: Review Lesson  2 

2月 Unit 20: Review Lesson  2 

月   

月   

成績評価の方法 attendance (5%), participation (5%), attitude (5%), and test scores (85%) 

使用テキスト 
／教材 

Passport to Work text. Worksheet handouts provided by the teacher. 

獲得スキル Speaking / Listening / Reading / Writing / Pair Work / Discussion 

関連科目 
英会話Ⅰ、英会話Ⅱ、TOEIC SWⅠ、TOEIC SWⅡ、海外生活研修、海外文化研修 
Active EnglishⅠ、Active EnglishⅡ、Drama English 

履修の注意点 
／その他 

The communications skills, vocabulary, grammar, role plays, and practice will help students prepare 
for office-related work in English and overseas business travel 



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 TOEIC SW II 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 Anthony Cook ※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 

The TOEIC(R) Speaking Test is a 20-minute online assessment of English speaking skills.  
There are 11 questions that cover a variety of tasks. Scores range from 10 to 200. Students 
are assessed on their ability to complete tasks, as well as their pronunciation, intonation,  
grammar, and fluency. This course is designed to equip students with the skills necessary to 
perform in the test effectively. 

授業手法 
Using class handouts, students will learn via lecture, timed practice, pair work,  
and test simulation. ※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 

Question 7-9 (提示された情報に基づく応答問題) – Locating information  
on a written document and responding to it.  
Question 1&2 (音読問題) – Making short announcements  

8 

5月 
Question 10 (解決策を提案する問題) – Problem-solving skills 
Question 3 (写真描写問題) – Explaining the contents of a photograph 

8 

6月 
Question 11 (意見を述べる問題) 
Question 4-6 (応答問題) – Answering interview & telephone question 

8 

7月 
Question 11 (意見を述べる問題) 
Review Test, Assessment 

6 

9月 

Practice Test 1 
Question 7-9 (提示された情報に基づく応答問題) – Locating information  
on a written document and responding to it.  

6 

10月 
Practice Test 2 
Question 10 (解決策を提案する問題) – Problem-solving skills  

8 

11月 
Practice Test 3 
Question 11 (意見を述べる問題), Official Test  

8 

12月 Assessment 8 

      

   

   

   

成績評価の方法 
30% is based on attitude and effort. 70% is based on your performance in both review tests 
and the official test.  

使用テキスト 
／教材 

The teacher will provide hand-outs to the class which focus on the test part being practiced.  

獲得スキル Pronunciation / Intonation / Fluency / Problem-solving / Opinion giving  

関連科目 英語検定Ⅰ、英語検定 II、Active EnglishⅠ、Active EnglishⅡ、外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

Global business requires the use of English over the phone or face-to-face. This course will mirror 
real life work situations such as making announcements, making small-talk, and dealing with  
telephone inquiries.  
※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 Active English II 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 Anthony Cook ※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 

Active English is a course taught entirely in English. Each lesson will focus on one country 
and students will read, listen, speak, and write about that country in groups, pairs, and  
individually during the lesson. A variety of task-based activities will be used to facilitate  
communication.  
Through learning in English, students will gain understanding of various foreign countries as 
well as have chance to use English.   

授業手法 
Students will use an original text containing questions, role-plays, and other communicative acti
vities. ※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 Unit 1: Switzerland, Unit 2: Australia  8 

5月 Unit 3: South Korea, Unit 4: Ireland 8 

6月 Unit 5: Spain, Unit 6: Philippines  8 

7月 Unit 7: Denmark, Unit 8: Hong Kong  4 

 9月 Unit 9: United Kingdom, Unit 10: Malta  8 

10月 Unit 11: USA, Unit 12: Peru  8 

11月 Unit 13: Singapore, Unit 14: Qatar, Unit 15: Halloween 8 

12月 Unit 16: Greece, Unit 17: Italy 8 

1月 Unit 18: Portugal, Unit 19: Assessment  8 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 30% Attendance, 70% Effort & Attitude  

使用テキスト 
／教材 

Class handouts will be provided for the students by the teacher relevant to each country.  

獲得スキル Speaking / Listening / Reading / Writing / Pair Work / Discussion 

関連科目 
外国語会話Ⅰ、外国語会話Ⅱ、TOEIC SWⅠ、TOEIC SWⅡ、英会話Ⅰ、英会話Ⅱ 
Drama English、Active EnglishⅡ 

履修の注意点 
／その他 

Learning about other cultures and countries will help students to better communicate with people  
from those countries. Students will also be better prepared for when they travel to other countries.  
※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 ワールドトレンド 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 杉山 和代 ※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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ワールドトレンドについて、聴衆の前で英語でプレゼンテーションをする。クラスの人数に

よって、ひとり、ふたり、3人のグループになる可能性がある。 

授業手法 
トピックを決め、インターネット、書籍、インタビューなどで、情報を収集し、パワ

ーポイントを使ってスライドを作り、当日は原稿なしで英語で発表する。実技形式。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 グループ分け、トピック決め、パワーポイント作成 4 

10月 パワーポイント作成 4 

11月 パワーポイント作成、講師の手入れ、直し、リハーサル 18 

12月 リハーサル、本番 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 
プレゼンテーション内容（60％）トピック、スライドの内容（20％）発音や発表態度（10％）

授業態度、出席率（10％） 

使用テキスト 
／教材 

講師オリジナルプリント、各自収集 

獲得スキル 英語によるプレゼンテーションスキル、情報収集能力。 

関連科目 比較文化研究、海外生活研修、海外文化研修 

履修の注意点 
／その他 

 



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 ビジネス英語Ⅱ 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 杉山 和代 ※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 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

3級で学んだ内容よりも、より詳しい、輸出入、経済、金融、マーケティングに関する知識、

及び貿易書類の読み方を習得する。また、難易度の高い英単語を含む、英文ビジネスレター、

英語での会議内容、英語プレゼンの内容、および英文契約書の内容を理解する。そして、6月
に受験する、日商ビジネス英語2級検定（パソコンによる検定、100点満点で70点合格）に合

格する。 

授業手法 
テキストに基づいて講師自身が作成したプリント、各テキストに記載の貿易書類のサ

ンプルを用いて、講義・演習形式で行う。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 貿易：L/CとB/Eの内容・貿易条件  英語：レター 4 

5月 貿易：保険、原産地証明書の内容   4 

6月 貿易：為替リスク  4 

7月 英語：レター  4 

9月 英語：レター・会話 4 

10月 貿易：取引先の調査・さまざまな貿易形態 2 

11月 貿易：英文契約書・検定対策  4 

12月 英語：プレゼン 検定対策 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席率と授業態度(50%)、検定試験結果(50%) 

使用テキスト 
／教材 

日商ビジネス英語検定公式テキストをもとにした講師オリジナル教材 

獲得スキル 貿易に関する知識、英語による一般ビジネス基礎知識 

関連科目 ビジネス英語Ⅰ、英文ドキュメント技法、ネゴシエーション 

履修の注意点 
／その他 

 



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 Drama English 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 Anthony Cook ※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 

演習・実技 2年 後期 選択 60 2 

授業目的 
到達目標 

Learning new vocabulary and phrases through the use of television drama is a fun and 
interesting way to learn a foreign language. Students will watch episodes of American  
situational comedies and level/age appropriate movies / documentaries to assist in improving 
vocabulary, listening skills, and cultural understanding. Students will provide a written review 
after each screening. 

授業手法 
Original content from the US and UK is shown video. Handouts are provided prior the  
viewing for students to complete. ※演習・実技形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 Drama Episode 1 – Situation Comedy – Family Relationships 4 

9月 Drama Episode 2 – Situation Comedy – First days at school 4 

9月 Drama Episode 3 – Situation Comedy – Thanksgiving  4 

9月 Drama Episode 4 – Situation Comedy -  4 

10月 Movie 1 (Part 1) – Student Selection  4 

10月 Movie 1 (Part 2) – Student Selection  4 

10月 Documentary 1 – Planet Earth – Nature 4 

10月 Documentary 2 – Fast Food – Historical  4 

10月 Documentary 3 –  Student Selection 4 

10月 Movie 2 (Part 1) – Student Selection  4 

10月 Movie 2 (Part 2) – Student Selection  4 

11月 Movie 2 (Part 3) – Student Selection 6 

11月 Movie 2 (Part 4) – Student Selection 6 

12月 Movie 2 (Part 5) – Student Selection 4 

成績評価の方法 30% Attendance, 70% Effort & Attitude  

使用テキスト 
／教材 

A selection of age/level appropriate drama/movies will be selected by the teacher. 

獲得スキル Listening / Writing / Vocabulary-Building / Spelling  

関連科目 英語検定Ⅱ、外国語会話Ⅱ、Active EnglishⅡ 

履修の注意点 
／その他 

This course will expose you to authentic spoken dialogue used by native speakers of English in  
television drama and movies. You will see how phrases and words are used naturally as well as  
naturally spoken English.   
※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 English Reading 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 Anthony Cook ※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 後期 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

During this course, students will read a wide variety of different reading materials, including audio  
books, comics, novels, short stories, and biographies. Books are selected according to student level. At 
the end of each book, students write a written review detailing the story and their opinions. They also 
recommend the book to a class member.  

授業手法 
Students select from over 100 different books. 
※実技形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 Book Selection 1 – Written Appraisal  6 

9月 Book Selection 2 – Written Appraisal  6 

9月 Book Selection 3 – Written Appraisal   6 

9月 Book Selection 4 – Written Appraisal  6 

10月 Book Selection 5 – Written Appraisal  6 

10月 Book Selection 6 – Written Appraisal  6 

10月 Book Selection 7 – Written Appraisal  6 

11月 Book Selection 8 – Written Appraisal  6 

11月 Book Selection 9 – Written Appraisal 6 

11月 Book Selection 10 – Written Appraisal 6 

12月 Book Selection 11 – Written Appraisal 10 

1月 Book Selection 12 – Written Appraisal 10 

2月 Book Selection 13 – Written Appraisal 10 

   

   

成績評価の方法 30% Effort & Attitude, 70% Written Review Quality  

使用テキスト 
／教材 

Students are to choose from over 100 different books provided by the teacher.   

獲得スキル 
Reading comprehension, vocabulary meanings, reading speed. Learning about history, culture, 
modern news through English reading.  

関連科目 英語検定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 英文ドキュメント技法 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 Anthony Cook ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

An increasing number of companies are now interviewing applicants in English. This course 
will look at typical interview questions and provide opportunities for students to devise their 
own responses and to practice in simulation. 

授業手法 
A mix of lecture, pair work, group work, and individual activity will be used in all lessons al
ong with role-play and group discussion. ※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 Interview Questions about Yourself  2 

4月 Interview Questions about Friends & Family 2 

5月 Interview Questions about Education & Study 2 

5月 Interview Questions about Work Experience & Volunteering  2 

5月 Interview Questions about Company and Job Responsibilities  2 

6月 Interview Questions about “What if...” situations.  2 

6月 English Resume Design  4 

7月 English Resume Design  4 

7月 English Cover Letter Design  2 

7月 English Cover Letter Design  4 

7月 Mock Job Interview 1 2 

7月 Mock Job Interview 2 2 

   

   

   

成績評価の方法 70% will be based on your effort and attitude. 30% will be based on your attendance.  

使用テキスト 
／教材 

The teacher will provide hand-outs to the class which focus on the test part being practiced.  

獲得スキル Oral proficiency, experience at answering interview related questions.  

関連科目 ビジネス英語Ⅰ、ビジネス英語Ⅱ、ネゴシエーション 

履修の注意点 
／その他 

By the end of this course, you will have practiced over 70 typical job interview questions and  
have the ability to answer them confidently and fluently.  
※実務経験のある教員が担当する科目である 


