
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 コミュニケーションサポートⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 各担任 ※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 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

始業式、終業式、国内研修、Ｓ－ＡＩＲフェスタ等、学内の各種行事を実施するための科目

です。コースを超えての集団行動や活動を通して多くの交流を持つことを目的とします。 

授業手法  
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 入学式 2 

4月 オリエンテーション 10 

5月 S-AIRフェスタ 2 

6月 国内研修 4 

7月 終業式 2 

9月 始業式 2 

10月 業界セミナー 4 

1月 始業式、ニューイヤーセミナー 2 

2月 終業式 2 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

 

出席率の準じて評価とする。（学校行事への参加での評価） 

 

使用テキスト 
／教材 

なし 

獲得スキル コミュニケーション能力 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

 



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 立居振る舞い 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 小澤、小尾、坂本、草場、齋藤 ※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 

社会に出る前の準備として、立ち居振舞いと自己表現の強化を図り、就職活動で評価される

所作、表現力、話す力を身に付け習得することを目標とします。また、同時に様々な業界の

セミナーを実施することにより、仕事に対する意識を高めていきます。 

授業手法 
4項目（所作、自己紹介、ディスカッション、就職活動に必要な文書・メール）を講義

と演習形式で行う。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 好感度を上げる所作・マナー・自己紹介 6 

9月 業界セミナー実施 2 

10月 所作と自己紹介・自己PR   4 

10月 業界セミナー実施 2 

11月 所作と自己PR・基本の質問 4 

11月 業界セミナー実施 2 

12月 所作とディスカッション  2 

12月 送付状・お礼状の書き方、メール返信の仕方 4 

1月 グループディスカッション   2 

2月 グループワーク 2 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

 

出欠席４０％ 取り組み姿勢４０％ 提出物など２０％ 

 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント等 

獲得スキル 就職活動で必要とされる所作、表現力 

関連科目 キャリアサポートⅠ・Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

身だしなみを整えて出席すること 



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 キャリアサポートⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

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 60 2 

授業目的 
到達目標 

当該授業の目的は就職活動を円滑に進め、充実した職業人となり「なりたい自分」を実現

することを目的とします。授業の到達点は、職業観の樹立と自己表現スキルの向上および、

就職活動に欠かせないエントリシート、履歴書の精度を高め、早期化する就職活動を積極的

におこなう準備を完了することです。 

授業手法 
講義および演習とし、オンラインと対面授業で実施するが対面授業日程に従い授業内

容の日程を変更することがあります。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 オリエンテーション（キャリアとは、就活の秘訣）と特性検査 4 

5月 
自己分析と自己理解 
＜自分史を知る・これからの自分を想像する＞ 

8 

6月 
なりたい自分の発見 
＜未来の自分に求められる特性を知り、目標設定をする＞ 

6 

7月 
企業とは何か、そこで求められる人材とは 
＜企業の理解・業界の特性と社会人基礎力の理解＞  他：ＳＰＩ実施 

8 

9月 

就活の方法と本校の就職活動 
＜手続き的就職活動の理解・活動手順と報告事項＞ 
就活準備 
＜各種文書の手続き理解と準備＞ 

10 

10月 
履歴書・エントリシートの精度を高める 
＜履歴書の精度を上げる＞ 

10 

11月 

企業研究の方法と実践 
＜社会保険制度の理解、企業研究の事例＞ 
各種就活サイトへの登録と個別企業研究の開始 

4 

12月 自己ＰＲ文と志望動機文の作成 4 

1月 説明会参加準備、プレエントリ ＜個別就活の開始＞ 4 

2月 説明会参加準備、プレエントリ ＜個別就活の開始＞ 2 

     

成績評価の方法 
【前期】 演習提出課題（30%）、出席率（40%）、自律学習姿勢(30%） 

【後期】 演習提出課題（30%）、出席率（40%）、自律学習姿勢(30%） 

使用テキスト 
／教材 

ノア出版「就活ワーク」、各種就職活動資料と各種書式サンプル・授業レジュメ 

獲得スキル 自発的就職活動の実践力 

関連科目 企業研究とインターンシップ、２月期の就職特別対策 

履修の注意点 
／その他 

社会人の準備がこの授業と就活を通して実現されることに期待します 



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 パソコン演習Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 山梨、石黒、中本、松川、望月、白鳥 ※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 60 2 

授業目的 
到達目標 

社会活動内では、パソコンをはじめ、システム化の中での仕事になる。そんな中機械音痴に

ならないようにPowerPointをはじめ、Word、Excelとそれぞれの機能をもったアプリケーショ

ンを利用しながら、機能を学習し少しでも機械に慣れることを目的とする。 

授業手法 実技演習方式による授業 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 初期設定、ソフトのインストール作業、利用上の注意事項 6 

5月 PowerPointによるプレゼンテーション作成演習 8 

6月 スライドにおける画面効果、アニメーション効果 6 

7月 総合演習 16 

9月 Wordによる文書作成演習 4 

10月 Wordによる画像挿入を利用しての作成演習 4 

11月 Excelによる表計算の基礎演習 4 

12月 Excelによる表計算の基礎演習 4 

1月 Excelによるデータ操作の基礎演習 4 

2月 まとめ 4 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 
【後】P.P課題（20%）、WORD課題（10%）、期末試験Excel（60%）、出席率（10%） 

 

使用テキスト 
／教材 

情報リテラシーパーフェクトブック、問題集、入力練習集 

獲得スキル Office2016（PowerPoint、Word、Excel）を操作できる 

関連科目 パソコン演習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。 
・Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標登録です。 
・本文では、TMおよび🄬マークは明記しておりません。 



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 英会話 I 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 Cook、Swift、松井、Anthony、山梨、関根、大石 ※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 1年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

This class is a topic-based conversation course. Students will have opportunity to use English
to talk about themselves, their lifestyle, and their opinions on various topics. The class is  
conducted in English and the students are expected to use English while completing  
activities.   

授業手法 

Using original textbook, students will learn using pair work, group discussion, and pre
sentations to the whole group relating to the topic being discussed. There will also be
 interview question and role-play activities taught by both native and non-natives.  
※演習・実技形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 Level Check, Unit 1: Introductions  8 

5月 Unit 2: Family, Unit 3. Neighborhood  8 

6月 Unit 4: Diet & Exercise, Unit 5: Food, Unit 6: Money   8 

7月 Unit 7: Money, Unit 8: Pets, 8 

 9月 Unit 9: Shopping, Unit 10: Vacations  6 

10月 Unit 11: Movies, Unit 12: Celebrities  8 

11月 Unit 13: Work, Unit 14: Love & Romance  6 

12月 Unit 15: Airports & Airplanes, Unit 16: Hotels & Tours, Unit 17: Christmas 8 

1月 Unit 18: Review Lesson, Assessment 8 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 10% Attendance. 10% Effort & Attitude, 80% Speaking performance in year-end assessment. 

使用テキスト 
／教材 

Original class textbook will be provided. Teacher may add supplementary materials.  

獲得スキル Pronunciation / Intonation / Fluency / Turn-taking skills 

関連科目 英会話Ⅱ、英語検定Ⅰ、英語検定Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

The greater your effort, the more progress you will make in speaking a foreign language.  
※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 英語検定Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

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 120 4 

授業目的 
到達目標 

The TOEIC® L&R Test is a two-hour examination designed to check your English listening 
& reading comprehension. There are two sections and seven parts. This course will guide  
you through the test questions and provide you with the tools required to reach your target  
score. Success in the TOEIC® Test requires extensive vocabulary, listening skills, and a solid 
understanding of English grammar. 

授業手法 
During the course you will learn via teacher-led teaching, group work, pair work, and 
individual study .※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
1. Introduction to TOEIC® LR Test 
2. Part 5: Reading: Part of Speech Grammar  

12 

5月 

3. Part 1: Listening: Photographs – Single/Multiple Person / Scenes  
4. Part 2: Listening: Q&A – WH Questions / Offers / Requests 
5. Part 6: Reading:  Grammar – Part of Speech / Conjunctions 
6. ACTUAL IP TEST 

16 

6月 

7. Part 3&4: Listening: General Information Questions 
8. Part 3&4: Listening: Specific Detail Questions 
9. Part 3&4: Listening: Graphic & Meaning in Context Questions 

12 

7月 10. Part 7: Reading: Introduction to Single Passage Items  12 

9月 

10: Part 1-4: Review Test 
11: Part 5-6: Review Test  
12: Part 7: Single Passage Review Test  
13: Part 7: Introduction to Multiple Passage Items  

16 

10月 

14: Part 7: Vocabulary Building (synonyms) 
15: Part 5: Advanced Grammar Patterns  
ACTUAL IP TEST  

8 

11月 

16: Part 6: Sentence Position Problems  
17: Part 7: Sentence Position Problems  
18: Part 3-4: Meaning in Context Questions   

16 

12月 
19. Listening: Full Review Test  
20: Reading: Full Review Test 

8 

1月 ACTUAL IP TEST,  Unit 19: Assessment 12 

2月 Vocabulary Building  8 

   

成績評価の方法 100% of score will be based on your highest TOEIC® IP Test during the year.  

使用テキスト 
／教材 

新TOEICテスト スーパー英単語 
Original class textbook will be provided. Teacher may add supplementary materials.  

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

関連科目 TOEIC SWⅠ、TOEIC SWⅡ、英会話Ⅰ、英会話Ⅱ, Active EnglishⅡ 

履修の注意点 
／その他 

Success at the TOEIC® LR Test takes hard effort, time, and patience. Students must build an  
extensive vocabulary in order to gain higher scores.  
※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 サービス接遇Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 小澤・小尾・阪本・草場・齋藤 ※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 1年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

前期は社会人としてマナーや接客対応の考え方を学び、必要な資質を身につけることを目標

とします。また、サービス接遇検定2級（筆記）、準1級（実技）の取得を目指します。 
後期はコミュニケーションのツールである日本語を正しく理解し、使いこなすことを目標と

し日本語検定の3級・4級合格を目指します。 

授業手法 
サービス接遇は受験ガイドに沿って講義の後、過去問題の演習を行います。日本語は

分野別に学習を行い、特に苦手分野については小テストや繰り返しの学習で確実に習

得します。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 本校マナーの基本を学ぶ 2 

4月 サービススタッフの資質（１）必要とされる要件（２）従業要件 4 

5月 専門知識（１）サービス知識（２）従業知識 ・一般知識（１）社会常識 4 

5月 対人技能（１）人間関係（２）接遇知識（３）話し方（４）服装 4 

6月 
実技技能  
（１）問題処理（２）環境整備（３）金品管理（４）金品搬送（５）社交業務 

4 

6月 記述・過去問題集演習・検定対策 20 

6月 サービス接遇検定準一級対策（2級検定終了後～） 4 

7月 サービス接遇検定準一級対策 4 

9月 敬語  （尊敬語・謙譲語・丁寧語の適切な使用） 4 

9月 文法  （語と語の正しい連接） 4 

10月 語彙  （言葉の豊富さ、語と語の理解） 4 

10月 語彙  （言葉の意味の理解・ことわざ・慣用句） 4 

11月 表記  （適切な漢字の使用、正しい送り仮名・異字同訓） 4 

11月 漢字  （漢字や熟語の読み方、意味の理解・四字熟語・漢字の読み） 4 

11月 対策授業 過去問演習 16 

12月 2年次予備学習スタート 4 

成績評価の方法 
出欠席（２０％）、平常点（３０％）提出物・小テスト等、検定結果（５０％） 

※公欠以外で検定を休んだ場合は、再試対象とする。 

使用テキスト 
／教材 

サービス接遇検定2級公式テキスト・実問題集 （早稲田教育出版） 

日本語検定 公式テキスト・練習問題集・過去問題集 （東京書籍） 

獲得スキル 接客・接遇の考え方を理解し、コミュニケーションの道具としての日本語をマスターする。 

関連科目 キャリアサポートⅠ、立ち居振る舞い 

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 ボイストレーニングⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 
太田玲子 もりかよこ・神田あや乃 

眞田里子 林重吾 
※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 

どんなに良いことを話しても、良い声、はっきりした言葉でないと伝わりません。 
日頃無意識に出している「声」について、しくみを知り、自分の声格（声の性格）を知り、

トレーニングを通して自分の声の魅力を開花させていきます。声のコントロール法、伝わる

コミュニケーションを実技形式で学習します。 

授業手法 
声に関係する身体と表情筋のストレッチ・呼吸、活舌を中心としたトレーニング 

定期的な小テストや、授業内での発表（実技形式） 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 オリエンテーション・基礎トレーニング入門 4 

5月 声の分析・声の目標・声のしくみ 2 

6月 声と呼吸の関係 2 

7月 声と表情の関係・舌と唇の役割・声のトーン 6 

10月 前期の復習・基礎トレーニング・課題：原稿読み① 6 

1月 基礎トレーニング・課題：原稿読み② 4 

2月 基礎トレーニング・課題：原稿読み③・1年間のまとめ・スピーチ 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

     

成績評価の方法 
出欠席（50％）・平常点（20％）・小テスト（30％） 

 

使用テキスト 
／教材 

ストロー・割りばし 

獲得スキル 正しい発声法・コミュニケーションスキル・ヒューマンスキル 

関連科目 ボイストレーニングⅡ 

履修の注意点 
／その他 

声は生まれつきではありません。声が変わればコミュニケーションが変わります。見た目と同じ

ように声も身だしなみを整えましょう。 
※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 イメージアップⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通（女子） 

担当教員 徳差・千葉・中村・山本 ※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・実技 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

一年を通して客観的に外見と向き合い自立した外見管理をマスターして基本の就活スタイ

ル～TPOに合わせた自己演出の幅を広げることができることを目標とします。 

授業手法 テキストを用いて講義と実技実習で行う。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 スキンケア概論・前髪とアップスタイルⅠ 2 

5月 ヘアスタイル・ベースメイクアップ概論  2 

6月 基本のメイクアップ ベースメイク 2 

6月 基本のメイクアップ ポイントメイク 2 

7月 基本のメイクアップ フルメイクアップ 2 

8月 肌トラブルに合わせたベースメイク 2 

9月 顔分析に基づいたメイクアップ                    2 

9月 写真撮影のためのメイクアップポイント 2 

10月 就活メイク（曲線、直線） 2 

11月 セルフブランディングのためのイメージメイク（キュート、エレガント） 4 

11月 セルフブランディングのためのイメージメイク（フレッシュ、クール） 4 

1月 復習 2 

2月 評価試験 2 

月   

   

     

成績評価の方法 

・出席率、課題、授業態度（30％） 

・後期末試験【筆記、フルメイク実技、ヘアアップスタイル実技】（70％） 

 

使用テキスト 
／教材 

JMAセルフMakeBook・イメージアップテキスト・タオル、髪留め、ティッシュ 

獲得スキル 接客の外観マナーの徹底   

関連科目 サービス接遇Ⅰ、キャリアサポートⅠ、立居振舞 

履修の注意点 
／その他 

コミュニケーションの入口である第一印象を左右する顔の表情を作るスキルを身に付けます。 
＊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 イメージアップⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通（男子） 

担当教員 立石 公平 ※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 

清潔感のある身だしなみを基本として、社会人としてのイメージアップを目標とします。こ

の授業では、社会人として必要な考え方やビジネスマナーを学び、表情や態度など自己表現

についても学びます。 

授業手法 座学や発表、グループワーク、ロールプレイングなどで授業を行います。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 自己紹介、ネクタイの結び方、スーツと着こなしについて ４ 

5月 第一印象について、 ４ 

6月 ヘアスタイルと印象、靴の種類と手入れの仕方 ４ 

7月 敬語・表情・態度について、期末評価 ２ 

9月 名刺の取り扱い方、印象（営業について） ４ 

10月 電話応対、他人からの評価（言葉での伝え方と対応力） ４ 

11月 文章力（伝えるということ）、就職活動用の写真について ４ 

１月 社会人の基本の復習 ２ 

２月 期末評価 ２ 

月  
 

 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 レポート提出６０％、内容４０％ 

使用テキスト 
／教材 

教員作成資料 

獲得スキル 社会人の基本（身嗜み・態度・コミュニケーション力） 

関連科目 サービス接遇Ⅰ 

履修の注意点 
／その他 

社会人の基本を学びます。働くということを意識して取り組んでください。 
 
※実務経験のある教員が担当する授業である。 



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 第2外国語Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 学科コースを選択 

担当教員 
金 小賢・大石 節子・楊 移苗・ 

陳 文慧・鄭 泰元 
※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 60 2 

授業目的 
到達目標 

中国語または韓国語を選択し、文字の読み方と正しい発音を身に付けます。また、異文化の

理解を深め、簡単な挨拶、自己紹介、また航空業界・ホテル業界・観光分野で役に立つ決ま

り文句を習得することを目標とします。 

授業手法 講義、演習、グループワーク 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
第１回 中国語・韓国語とその勉強法の紹介 
第２回 発音規則（ピン音・ハングル母音・子音）1 

4 

5月 
第１回 発音規則（ピン音・ハングル母音・子音）2 
第２回 発音規則（ピン音・ハングル母音・子音）3 

4 

6月 

第１回 発音練習と挨拶 
第２回 発音練習と自己紹介 
第３回 作文基本練習１ 
第４回 作文基本練習２ 

8 

7月 
第１回 おもてなし会話 
第２回 前期評価 

4 

9月 

第１回 後期に備えて 
第２回 前期おもてなし会話復習 
第３回 動詞作文・会話実演 
第４回 形容詞作文・会話実演 
第５回 疑問文作文 

10 

10月 
第１回 グル－プ会話１        第３回 10月25日 ランゲ－ジデ－ 
第２回 グル－プ会話２ 

6 

11月 
第１回 リスニング練習１        第３回 航空業界の接客会話 
第２回 リスニング練習２        第４回 ホテル業界の接客話 

8 

12月 

第１回 観光業界の接客会話       第５回 ロールプレイ発表1 
第２回 航空業界接客ロールプレイ    第６回 ロールプレイ発表2 
第３回 ホテル業界接客ロールプレイ 
第４回 観光業界接客ロールプレイ    

12 

1月 第１回 後期のまとめ・試験練習 2 

2月 第１回 後期評価  2 

成績評価の方法 前後期試験50％、提出課題20％、小テスト20％、出席率・授業態度10％ 

使用テキスト 
／教材 

中国語初級マスター22、接客のお決まりフレーズ600、高校生からの中国語、すぐに使える接客中

国語会話、改訂版パランセ韓国語初級 

獲得スキル 航空・ホテル・観光業界での初級程度の接客会話 

関連科目 第2外国語Ⅱ、観光業界全般の科目 

履修の注意点 
／その他 

復習をしっかりと行い、課題はきちんと提出すること。 
＊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 企業研究・インターンシップ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

１年次のキャリアサポートを通して育成された職業観を２年次での就職活動に繋げる為に、

具体的な就職活動についてのスキルの向上を目標に集中講座とする。 

授業手法 基礎学力補完講義とセミナー、企業ガイダンスの実施。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

2月 オリエンテーション（本校の就職活動のルールと強み） 2 

 就職活動に用いる各種報告書の把握と理解 4 

 模擬面接（グループ面接）、模擬面接（グループディスカッション） 4 

 ＳＰＩ対策及び模擬試験 2 

 基礎学力補強授業（言語分野、非言語分野） 8 

 企業ガイダンス（航空、観光、ホテル、コンシェルジュ、流通業界各社） 8 

 １年次に体験した各種ボランティア、インターンシップの実績の個別評価 2 

     

成績評価の方法 

【年間評価】 

出欠席60％、提出物評価を40% 

 

使用テキスト 
／教材 

就活ワークブック、ＳＰＩ対策問題集 

獲得スキル 早期就職活動が開始できる実行力 

関連科目 キャリアサポートⅠ 

履修の注意点 
／その他 

就活自体が社会人教育の一環であり、就活の目的は内定確保以上に社会人基礎を養うことにある

ことの理解を望む。 



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 コミュニケーションサポートⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 各担任 ※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 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

始業式、終業式、Ｓ－ＡＩＲフェスタ等、学内の各種行事を実施するための科目です。コー

スを超えての集団行動や活動を通して多くの交流を持つことを目的とします。また後半に

は、観光資源基礎知識の学習も行う。 

授業手法  
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 始業式 2 

5月 S-AIRフェスタ 2 

7月 終業式 2 

9月 始業式 2 

10月 観光資源基礎学習 8 

11月 観光資源基礎学習 8 

12月 終業式 2 

1月 始業式、ニューイヤーセミナー 2 

3月 卒業式 2 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

 

・出席（５０％）、観光試験期末試験（５０％） 

 

使用テキスト 
／教材 

オリジナル観光サブノート 

獲得スキル コミュニケーション能力 

関連科目  

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 キャリアサポートⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 小澤・小尾・阪本・草場・斎藤 ※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 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

 
就職活動の中で特に必要とされるコミュニケーション能力の向上を目指します。  
後期には教養講座の受講を通して、社会人としての知識教養を養い、スムーズに社会人生活

のスタートを切ることを目標とします。 
 

授業手法 グループディスカッション、グループワークなど、アクティブラーニング 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 封筒の書き方、お礼状等の文書作成 ６ 

5月 コミュニケーション能力UP オンライン面接指導、レポート、SPI対策 ６ 

5月 コミュニケーション能力UP グループディスカッション ６ 

6月 コミュニケーション能力UP オンライン面接指導、レポート、SPI対策 ６ 

6月 コミュニケーション能力UP グループディスカッション ６ 

6月 コミュニケーション能力UP 電話応対基礎 ６ 

7月 コミュニケーション能力UP 電話応対実践 ４ 

9月 作文・レポート作成    （未内定者への就活サポート） ５ 

10月 教養講座 1,  2      （未内定者への就活サポート）   ５ 

11月 教養講座 3, 4, 5 ５ 

12月 教養講座 6, 7 ５ 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 
前期： 出欠席 ５０％  平常点５０％（取り組み姿勢・提出物・忘れ物等） 

後期： 受講態度５０％  提出物５０％ 

使用テキスト 
／教材 

就活用ファイル、ノート、就職セット、ペン字練習用テキスト 

獲得スキル 常に自分の意見を持ち、発信できる力と社会に出てからも役立つスキルを身につけます。 

関連科目 キャリアサポートⅠ、サービス接遇Ⅰ、サービス接遇Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

※実務経験のある教員が担当する教科です。 



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 パソコン演習Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 石黒、中本、松川、望月、山梨 ※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 

前半では、Excel機能をしっかり学習し、検定試験にも挑戦します。後半には、WORD編集機

能を定着させ。WORD編集きのうを応用してのレポート作成機能を炉用できる学習を行いま

す。 

授業手法 実技演習方式による授業 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 Excel（表示形式の利用） 4 

5月 Excel（オートフィル、式入力、作成） 4 

5月 Excel（グラフの作成、構成要素の編集） 4 

6月 Excel（データの並べ替え、抽出） 4 

6月 Excel（総合演習） 4 

7月 総合演習 16 

9月 Wordでのタブ、リーダー、インデントの書式設定の利用 4 

10月 Wordでの行間の書式設定の利用 4 

11月 Wordでのスタイル利用方法、演習 6 

11月 Wordでの表紙、ページ番号を利用した目次の柵瀬機能 6 

12月 総合演習 4 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 
 

【後】Excel演習（30%）、期末試験Word（60%）、出席率（10%） 

使用テキスト 
／教材 

情報リテラシーパーフェクトブック、問題集 

獲得スキル Excel基本的な利用、Wordを使ったレポート作成 

関連科目 パソコン演習Ⅰ 

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。 
・Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標登録です。 
・本文では、TMおよび🄬マークは明記しておりません。 



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 英会話Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 Cook、Swift、Anthony、松井、中西、山梨、関根 ※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 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

This class is a topic-based conversation course. Students will have opportunity to use English
to talk about themselves, their lifestyle, and their opinions on various topics. The class is  
conducted in English and the students are expected to use English while completing  
activities.   

授業手法 

Using original textbook, students will learn using pair work, group discussion, and pre
sentations to the whole group relating to the topic being discussed. There will also be
 interview question and role-play activities taught by both native and non-natives.  
※演習・実技形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 Unit 1: Photography, Unit 2: Dreams & Wishes 6 

5月 Unit 3: Jobs & Career, Unit 4: Fashion  8 

6月 Unit 5: Weekends, Unit 6: Mobile Phones 8 

7月 Unit 7: Restaurants, Unit 8: High School 6 

 9月 Unit 9: Theme Parks, Unit 10: Friends & Family  8 

10月 Unit 11: Food, Unit 12: Magazines  8 

11月 Unit 13: Future Plans, Unit 14: Internet  8 

12月 Unit 15: Music, Unit 16: Weather, Unit 17: Christmas 8 

1月 Unit 18: Review Lesson, Unit 19: Assessment 6 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 10% Attendance. 10% Effort & Attitude, 80% Speaking performance in year-end assessment. 

使用テキスト 
／教材 

Original class textbook will be provided. Teacher may add supplementary materials.  

獲得スキル Pronunciation / Intonation / Fluency / Turn-taking skills 

関連科目 英会話Ⅱ、英語検定Ⅰ、英語検定Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

The greater your effort, the more progress you will make in speaking a foreign language.  
※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 英語検定Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

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 120 4 

授業目的 
到達目標 

The TOEIC® L&R Test is a two-hour examination designed to check your English listening 
& reading comprehension. There are two sections and seven parts. This course will guide  
you through the test questions and provide you with the tools required to reach your target  
score. Success in the TOEIC® Test requires extensive vocabulary, listening skills, and a solid 
understanding of English grammar. 

授業手法 
During the course you will learn via teacher-led teaching, group work, pair work, and 
individual study. ※講義・演習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
1. Reading: Part 5: (All Question Type Review) 
2. Reading: Part 7: (Single Passage Questions Times Challenge) 

16 

5月 

3. Listening Parts 1-4: Full Test Review 
4. Reading: Part 7: Multiple Passage Training  
5. Actual IP Test 

32 

6月 
6. Listening: Part 2: Review & Analysis of Question Types 
7. Reading: Part 6: Review & Analysis of Vocabulary Questions  

16 

7月 8. Reading: Part 5: Part of Speech Review  12 

9月 

10: Part 1-4: Review Test 
11: Part 5-6: Review Test  
12: Part 7: Single Passage – Timed Practice 
13: Part 7: Multiple Passage Items – Times Practice  

16 

10月 

14: Part 7: Vocabulary Building (synonyms) 
15: Part 5: Advanced Grammar Patterns  
ACTUAL IP TEST  

28 

    

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 100% of score will be based on your highest TOEIC® IP Test during the year.  

使用テキスト 
／教材 

新TOEICテスト スーパー英単語 
Original class textbook will be provided. Teacher may add supplementary materials.  

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

関連科目 TOEIC SWⅡ、英会話 II、英会話 II, Active English II 

履修の注意点 
／その他 

Success at the TOEIC® LR Test takes hard effort, time, and patience. Students must build an  
extensive vocabulary in order to gain higher scores.  
※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 
サービス接遇Ⅱ 

（ビジネス文書、ビジネ実務マナー） 

年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 小澤、小尾、阪本、草場、齋藤 ※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 

一年を通し、ビジネス社会の一員として必要な知識と技能の基本を身につけることを目標と

します。またビジネス実務の遂行について理解を持ち、一般的な業務を行うのに必要な知識、

技能を持つことを目標とします。 

授業手法 過去問題演習、小テスト 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 【ビジネス文書】表記技能 総合・用字 4 

4月 【ビジネス文書】表記技能 用語・書式 4 

4月 【ビジネス文書】表現技能 正確な文章・分かりやすい文章 4 

5月 【ビジネス文書】表現技能 図表・礼儀正しい文章 4 

5月 【ビジネス文書】実務技能 社内文書・社外文書 4 

5月 【ビジネス文書】実務技能 文書の取り扱い・添削指導 4 

6月 【ビジネス文書】検定対策 検定試験 20 

7月 後期科目プレイスメントテスト等 2 

9月 【ビジネス実務マナー】資質・企業実務・対人関係 14 

10月 【ビジネス実務マナー】電話実務・技能 8 

11月 【ビジネス実務マナー】 技能・検定対策   検定試験 18 

12月 マイマナーブック作成 4 

月   

月   

   

     

成績評価の方法 
出欠席20％ 平常点（忘れ物、提出物）30％ 検定50％ 

*検定を公欠以外の理由で欠席した場合は、再試対象とする。 

使用テキスト 
／教材 

ビジネス文書検定実問題集2級/3級、ビジネス文書2級ガイド 
ビジネス実務マナー検定実問題集2級/3級 

獲得スキル 接遇マナー全般、ビジネス文書作成、ビジネスマナー全般 

関連科目 サービス接遇Ⅰ、立居振舞、ビジネス文書作成、ビジネスマナー全般 

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す。 



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 イメージアップⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通（女子） 

担当教員 山本・千葉・中村・小林 ※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・実技 2年 前期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

一年生で身につけた基礎を定着させ、学びを通して自己理解を深めてよりセルフブランディ

ング能力を高めることを目標にします。 

授業手法 テキストを用いて講義と実技での学習。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 前年実技復習（ヘア・メイク） 2 

4月 パーソナルカラー概論  2 

5月 パーソナルカラー診断 4 

5月 コラージュ制作、採寸説明 4 

6月 シルエット分析、顔型に合ったネックライン              4 

6月 ハイヒールウォーキング/メイクパレットコラージュ 4 

6月 配色コーディネート 4 

7月 期末試験 2 

7月 セルフブランディング発表 4 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

・出席率と課題、授業態度（30％） 

・筆記試験、制作物、セルフブランディング発表（70％） 

 

使用テキスト 
／教材 

JMAセルフMake Book、イメージアップテキスト、 
色彩技能パーソナルカラー検定公式テキスト初級、199a配色カラーカード 

獲得スキル 基礎を応用に広げるセルフブランディング 

関連科目 サービス接遇Ⅰ、キャリアサポートⅠ、立居振舞 

履修の注意点 
／その他 

外見管理の知識を深めて、現場の即戦力となれるスキルを身につけます。 
＊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 イメージアップⅡ（男Ⅱ） 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通（男子） 

担当教員 水谷 和史 ※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 1 

授業目的 
到達目標 

職場での人間関係づくりの為、自己分析能力、他者理解力、組織においての適応力を養う 

授業手法 
職場の人間関係づくりトレーニングブックより抜粋したレジュメを使用した講義・演

習形式 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 自己理解と他者理解（自分紹介と他人紹介、他者理解と共感） 8 

5月 組織の内外での自己 4 

6月 チームワーク（リーダーの役割、マネージャーゲーム） 12 

7月 チームワークの熟成 / 説得するには（コンセンサス法） 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

レポート/出席率/授業態度 

使用テキスト 
／教材 

職場の人間関係づくりトレーニングから抜粋したレジュメ 

獲得スキル 社会適応力 

関連科目 
キャリアサポートⅡ 

履修の注意点 
／その他 

人と人との壁をなくし、コミュニケーション能力を高めましょう！ 



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 ボイストレーニングⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 
太田玲子 もりかよこ・神田あや乃 

眞田里子 林重吾 
※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 

どんなに良いことを話しても、良い声、はっきりした言葉でないと伝わりません。 
昨年習得したスキルをさらに強化し、声のコントロール法、表現法など、伝わるコミュニケ

ーションを学びます。TPOに応じた感じの良い声が出せるよう、また、緊張対策など、マイ

ンドも含めて実技形式で学習します。 

授業手法 
声に関係する身体と表情筋のストレッチ・呼吸、活舌を中心としたトレーニング 

定期的な小テストや、授業内での発表（実技形式） 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

6月 1年時の振り返り・基礎トレーニング応用・課題：原稿読み① 6 

7月 基礎トレーニング・課題：原稿読み②・前期のまとめ 6 

10月 前期の振り返り・基礎トレーニング・課題：原稿読み③④ 8 

11月 基礎トレーニング・課題：原稿読み⑤⑥ 8 

12月 総まとめ・スピーチ 2 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

     

成績評価の方法 
出欠席（50％）・平常点（20％）・小テスト（30％） 

 

使用テキスト 
／教材 

ストロー・割りばし 

獲得スキル 正しい発声法・コミュニケーションスキル・ヒューマンスキル 

関連科目 ボイストレーニングⅡ 

履修の注意点 
／その他 

声は生まれつきではありません。声が変わればコミュニケーションが変わります。見た目と同じ

ように声も身だしなみを整えましょう。 
※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 第2外国語Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 
金 小賢・大石 節子・楊 移苗・ 

陳 文慧・小林 範彦・中西 裕子 
※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 60 2 

授業目的 
到達目標 

1年次の応用です。航空業界・ホテル業界・観光分野でのシーンを想定し、中国語もしくは韓

国語で接客会話ができるようになることを目標とします。また、スタッフとお客さま役に分

かれ、実践的なロールプレイでの習得を目指します。 

授業手法 テキストを用いての講義や演習、ロールプレイ形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 

第１回 ビジネス会話の基本 
第２回 ビジネス会話の心構え 
第３回 接客の基本用語 

6 

5月 
第１回 観光会話1  
第２回 観光会話2  

4 

6月 

第１回 一般の接客相槌用語1 
第２回 一般の接客相槌用語2 ／小テスト 
第３回 学生によるスキット1 
第４回 学生によるスキット2 

8 

7月 
第１回 前期の復習 、試験練習 
第２回 前期評価   

4 

9月 

第１回 ホテル接客用語             第４回 会話実演・空港グランド2 
第２回 空港接客用語              第５回 会話実演・ホテル・旅館1 
第３回 会話実演・空港グランド1   

10 

10月 
第１回 会話実演・ホテル・旅館2   第３回 トラブルの対応 (盗難) 
第２回 トラブルの対応（紛失      第４回 トラブルの対応（注意 , 警告） 

8 

11月 

第１回 トラブルの対応（病気、怪我） 第４回 重要動詞用語で会話作文1 
第２回 時間用語で会話作文１      第５回 重要動詞用語で会話作文2 
第３回 時間用語で会話作文2 

10 

12月 

第１回 中国・韓国社会でのホットな言葉１ 
第２回 中国・韓国社会でのホットな言葉２  
第３回 後期総まとめ・試験準備 
第４回 後期評価 

8 

成績評価の方法 前後期試験50％、提出課題20％、小テスト20％、出席率・授業態度10％ 

使用テキスト 
／教材 

中国語初級マスター22、接客のお決まりフレーズ600、高校生からの中国語、すぐに使える接客中

国語会話、改訂版パランセ韓国語初級 

獲得スキル 航空業界・ホテル業界・観光業界でのシーン別における接客会話 

関連科目 第2外国語Ⅰ、観光業界全般の科目 

履修の注意点 
／その他 

復習をきちんと行い、毎日１５分間音読すること。 
＊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 海外研修 年度 2021年度 

学科／コース 本科共通 

担当教員 各コース担任 ※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 2年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

海外渡航にて日本以外の異文化を体験することを目的とします。滞在時には、英語のコミュ

ニケーションにも挑戦し、日頃の英語学習を実践します。 

授業手法 海外渡航について実施する。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

1 パスポート申請説明 4 

2 渡航前説明会 10 

3 グループ行動計画の作成 10 

4 最終説明会 6 

5 海外研修 60 

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 レポート提出により評価 

使用テキスト 
／教材 

なし 

獲得スキル  

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

 


