
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 国際交流科 

担当教員 北條彰子 ※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 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

クラス活動と、始業式、終業式、Ｓ－ＡＩＲフェスタ等学内外の各種行事に参加する事を

通して、集団行動と集団内のコミュニケーション方法を学ぶ事を目的とする。 
 

授業手法 クラス担任が主導する。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 入学式、オリエンテーション、、  24 

5月 Ｓair-フェスタ、  4 

7月 クラス活動、終業式  8 

9月 始業式、防災訓練 4 

12月 クラス活動、終業式 12 

1月 始業式、クラス活動 4 

2月 クラス活動 終業式 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席率をベースとして、行事参加への取り組み、態度によって、年評価として評価する 

使用テキスト 
／教材 

なし 

獲得スキル コミュニケーションスキル 

関連科目 コミュニケーションサポートⅡ・Ⅲ 

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 検定対策 Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 川口由紀子 ※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 通年 必修 210 7 

授業目的 
到達目標 

・日本語能力試験N2に合格する。 
・単なる試験対策にとどまらず、各専門科目内および就職活動で自己表現ができるだけの 
 日本語能力を育てる。 

授業手法 
【言語知識】テキストを使用した講義→小テストによる定着確認とフィードバック 

【読解】提示時間内で文章を読み、関連する言語知識と統合させながら解法を提示 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 春休みの宿題の解説（該当事項の確認）【読解】短文短問 3 

4月 【言語知識】語彙：副詞、自動詞・他動詞、文法：第1部1～5課 10 

5月 【言語知識】語彙：多義語（動詞・名詞）、文法：第1部6～10課 15 

5月 【読解】短文短問（文章全体の意味をとらえる読み方）5/20：校内模試①  8 

6月 【読解】中文複問（対比・言い換え・指示語に注目した読み方+該当文法） 15 

6月 【言語知識】語彙：オノマトペ、多義語（形容詞）、 6/28：校内模試②  15 

7月 7/4：JLPT①【言語知識】語彙：慣用句、文法：第1部11～15課 前期本試験  17 

8月 夏休みの宿題の解説（該当事項を確認しながらフィードバック） 2 

9月 夏休みの宿題の解説（該当事項を確認しながらフィードバック） 2 

9月 【言語知識】文法：第1部16～20課 【読解】広告・お知らせ・説明書き等 17 

10月 10/15：校内模試③：模試の解説（該当言語知識の再導入） 25 

11月 【読解】中文～長文（対比・言い換え・指示語に注目した読み方+該当文法） 10 

11月 【言語知識】演習による定着確認、文法：第1部21～26課11/29：校内模試④ 20 

12月 12/5：JLPT② 【言語知識】文法形式のまとめ（もの・こと・わけ・ところ） 17 

1月 【読解】新聞等の生素材を素材に「言語知識」を統合的に導入 15 

2月 【読解】新聞等の生素材、【言語知識】演習による定着確認 後期本試験 19 

     

成績評価の方法 本試験（70％）、授業態度・意欲（10％）小テスト（10％）、出席率（10％） 

使用テキスト 
／教材 

学生所有：『新完全マスターN2』語彙／文法／読解 
プリント対応：『パワードリルN2』語彙／文法、『日本語能力試験N2必修パターン』等より抜粋 

獲得スキル 日本語能力試験N2レベルの語彙力、文法力、読解力、聴解力、問題タイプ別の解法 

関連科目 日本語科目全般（読解・文法、漢字・語彙、文章表現、会話） 

履修の注意点 
／その他 

授業では、皆さんが「自分だけではできないこと」を一緒に確認し、新しいインプットをしてい

きます。90分を有効に使うために、まず「一人でできること＝宿題」をしてきてください。 



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 日本語Speaking 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 阪本知恵（前期）小澤恵巳子（後期） ※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 120 4 

授業目的 
到達目標 

日本のマナーを理解し、状況に合わせた言葉遣いを習得する。              
日本語での会話によってスムーズなコミュニケーションが出来るようになる。       
サービス接遇検定準1級ロールプレイング試験に合格する。 

授業手法 テーマに沿って文にまとめ、人前で発話することを繰り返す。 
時

間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 シラバス説明・S-AIRのマナー 5 

5月 自己紹介・挨拶・他者の紹介 10 

5月 挨拶を中心とした会話（欠席連絡・お祝いの言葉等）をお辞儀とともに行う 5 

6月 電話をかける・受ける際の会話 10 

6月 注意をする・注意を受ける際の会話、頼む・断る際の会話 10 

7月 期末試験 10 

9月 許可をもらう際の会話 5 

9月 アポイントを取る・訪問する際の会話 5 

10月 サービス接遇準1級対策 言い換え練習 5 

10月 サービス接遇準1級対策 言い換え練習 5 

11月 サービス接遇準1級対策 接客応対練習 5 

11月 サービス接遇準1級対策 接客応対練習 5 

12月 サービス接遇準1級対策 ロールプレイ 10 

1月 サービス接遇3級の基本を学ぶ 10 

2月 サービス接遇3級の基本を学ぶ 10 

3月 期末試験 10 

成績評価の方法 平常点【出席、授業態度】（50％）、学期末試験（50％） 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル 丁寧な日本語を分かりやすく話す。 

関連科目 会話 

履修の注意点 
／その他 

制服着用（オンライン時、対面時）S-AIRのマナーを守って出席のこと。 



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 日本語 Listening 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今野政江 ※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 120 4 

授業目的 
到達目標 

日常生活で役立つ実践的会話能力を身に付ける。 
 ・正しい日本語で自分が言いたいことを相手に伝えられるようになる。 
 ・日本語で豊かなコミュニケーションができるようになる。 

授業手法 
テキストを使用しながらペア練習、ロールプレイを中心に練習する。 

毎回テーマを設定し、それについてペアでフリートークをする。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 自己紹介 「電話で連絡する」 8 

5月 「頼む」 12 

6月 「許可をもらう」 16 

7月 「症状を伝える」 前期期末試験 試験の解説とフィードバック 16 

9月 「比較する」 16 

10月 「苦情を言う」 4 

11月 「道を尋ねる」 12 

12月 「褒める」 8 

1月 「例える」 12 

2月 後期期末試験 試験の解説とフィードバック 16 

 月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

 

期末試験（70点） 授業への取り組み（20点） 出席率（10点） 

 

使用テキスト 
／教材 

『新日本語の中級』スリーエーネットワークより抜粋 

獲得スキル 会話力、聴解力 

関連科目 語彙、文法、聴解 

履修の注意点 
／その他 

授業への取り組みは、使用テキストの準備、授業態度・意欲によって評価します。 
授業の時は『新完全マスター語彙』も準備してください。 



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 日本語Reading 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 酒井さち子 ※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 120 4 

授業目的 
到達目標 

中・上級レベルの日本語の文章を正しく読み取り内容を理解することを目的とします。 

文章の特徴を項目ごとに学び、文法的知識・文章読解の技術を身につけます。 

日本人の考え方や日本の社会事情への理解を深めます。   

授業手法 文章を精読します。その内容への疑問や意見を話し合う活動も行います。 時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 プレイスメントテスト  2 

4月 
留学生のための読解トレーニング ＜読み取りのポイント＞ 
 「する／される」  文の構造  文法 

11 

5月 前件と後件  指示語  省略  文法 11 

6月 関連のある言葉  筆者の意見  筆者の立場  文法 18 

7月 
大事なことを伝えるサイン  素早く読み取る  文法  前期本試験

   
5 

7月 前期本試験と解説 2 

9月  ストーリーを読み取る  内容整理の目印  文の話題 22 

10月 
読む力 中・上級  ＜長文の読み取り・語彙・文法＞  
 「私のニュースの読み方」   

7 

11月  「価値の一様性」 7 

12月  「思いやり」 7 

1月  「住まい方の思想」   11 

2月  「改訂 介護概論」 13 

2月 後期本試験 2 

2月 後期本試験の解説 2 

   

     

成績評価の方法 本試験（６０％）、小テスト（１５％）、授業態度・家庭学習（１５％）出席率（１０％） 

使用テキスト 
／教材 

・留学生のための読解トレーニング（凡人社） ・読む力 中・上級（くろしお出版） 

獲得スキル 読解力 

関連科目 漢字・語彙 

履修の注意点 
／その他 

文章を正しく読み取りましょう。また、書かれた内容に対する自分の思いを持ちましょう。 

試験・授業の様子によっては、クラスが替わる可能性があります。 



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 日本語 Writing  年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今野政江 ※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 選択 120 4 

授業目的 
到達目標 

・漢字力、語彙力をつける。  
・漢字は、漢字の意味をとらえられるようにし、漢字で語彙の意味を類推できる力を養う 
・書く力を身につける。 

授業手法 
 ・部首、漢字の成り立ち、意味を理解し、漢字を見て意味が類推できる力をつける。 

・現代社会によく使われる漢字、語彙を学ぶ。 
・小作文を書き、書く力をつける。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 漢字：１日本列島        自己紹介を書く、簡単なメール作成 8 

5月 漢字：２ 日本の産業 ３ 日本の貿易      200字程度の短作文 12 

6月 漢字 ４ 日本の景気変動 ５ 日本の政治機構  200字程度の短作文 12 

7月 復習  期末試験                16 

9月 漢字 10 地球温暖化対策 12 ネット社会の課題 300字～400字の作文 16 

10月 
漢字 14 日本の少子高齢化 15 日本の雇用問題  
作文を書く力を付ける 

16 

11月 16 日本の農業の試み      テーマについて書く力を付ける 12 

12月 13 日本の進学事情       テーマについて書く力を付ける 8 

1月 11 日本のエネルギー問題    テーマについて書く力を付ける 8 

2月 復習 期末試験  8 

3月 復習 4 

月   

月   

月   

   

成績評価の方法 
期末試験（50％） 出席点（10％） 授業態度（10％） 毎回の小テスト（10％） 

宿題（10％） 各課の作文（10％） 

使用テキスト 
／教材 

「現代社会を読む ７００漢字」 

獲得スキル 語彙力・漢字力・作文力・読解力 

関連科目 日本語Reading、 

履修の注意点 
／その他 

漢字力をつけながら、文を書く力をつけましょう。 
 



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 日本文化研究Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 酒井さち子 ※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 1年 通年 選択 90 3 

授業目的 
到達目標 

日本人の考え方や行動様式を理解し、日本で働く者としての心根を培うことが目的です。 

日本の自然・社会・経済事情、地理・世界とのつながり・伝統などを学んで知識を増やしな 

がら、日本社会の中で属する集団の一員として責任を果たす気持ちを強めましょう。 

授業手法 
資料解説や映像視聴のほか、お互いの体験・知識・興味・問題意識を基にしての話し

合いを行います。毎回授業でわかったことや思ったことを書いてまとめ提出します。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 ○日本人の行動様式とものの考え方  ・自然 ・宗教観 6 

5月 ○社会習慣   ・和食とマナー ・着物と制服 ・日本建築での所作 9 

6月 ○諸行事    ・挨拶 ・冠婚葬祭 9 

7月 ○観光名所   6 

7月  前期試験 3 

9月 ○自然災害   ・避難と備え  3 

9月 
○訪日外国人  ・観光事情 ・おもてなし精神  

と観光業  
9 

10月 
○世界との   ・各国との関係 ・身近なつながり  

つながり  ・日本の産業と技術 
9 

11月 ○社会情勢   ・経済 ・社会保障 ・環境問題 9 

12月 ○日本の教育  ・学校教育 ・社会人教育 3 

12月 ○年中行事   ・年末年始の過ごし方 3 

1月 ○大衆娯楽   ・クールジャパン 6 

2月 ○伝統文化   ・芸道 ・芸能  9 

2月  後期試験 3 

3月 後期試験の解説  まとめ 3 

     

成績評価の方法 
本試験(６０％）、レポート（２０％）、授業態度（１０％）、出席率（１０％）、 

 本試験には配布資料持ち込み可 

使用テキスト 
／教材 

配布プリント 

獲得スキル 日本文化・事情の基礎知識 

関連科目 全科目 

履修の注意点 
／その他 

日本での生活・就職に役立ちます。日本人の考え方や行動のし方を理解しましょう。 



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 コミュニケーションサポートⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 酒井さち子 ※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 

学内外の各種行事に参加する事を通して、集団行動と集団内のコミュニケーション方法を

身につけることを目的とする。 
 

授業手法 クラス担任が主導する。 
時 間

数 

 

授業内容 

授業計画 

4月 入学式、オリエンテーション、Ｓ－ＡＩＲフェスタ準備  4 

7月 マナーコンテスト、終業式                  3 

8月 始業式、防災訓練                          2 

11月 Ｓ－ＡＩＲフェスタ準備                       3 

12月 校外研修、終業式                          8 

1月 始業式、ニューイヤーセミナー                    4 

2月 マナーコンテスト、Ｓ－ＡＩＲフェスタ準備 4 

3月 終業式 2 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席率をベースとして、行事参加への取り組み、態度によって、年評価として評価する 

使用テキスト 
／教材 

なし 

獲得スキル コミュニケーションスキル 

関連科目 コミュニケーションサポートⅠ・Ⅲ 

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 パソコン演習Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 松川麻美 ※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 

授業形態を選択 2年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

基本的なPC操作の知識とスキルの習得を目指します。日本語タイピング入力を習得し、さま

ざまなビジネス文書や案内チラシなどを作成していきます。 

授業手法 パソコンを利用した実習形式 テキストや問題集を利用します。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 パソコン基本操作 マナー・倫理 日本語タイピング練習 8 

5月 Word演習 基本操作とさまざまな日本語入力 8 

6月 Word演習 文書作成とレイアウト編集 10 

7月 Word演習 ビジネス文書作成 前期試験 10 

8月 Word演習 表の作成 2 

9月 Word演習 表の編集 イラストの利用 10 

10月 Word演習 図形の利用 10 

11月 Word演習 ページデザイン編集 8 

12月 Word演習 案内チラシ作成 検定練習 8 

1月 検定練習 6 

2月 検定練習、文書デザイン検定試験 8 

3月 日本語ワープロ検定試験 2 

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席状況・授業への姿勢・試験実技 

使用テキスト 
／教材 

留学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint 入門（技術評論社） 
日本語ワープロ検定試験問題集・文書デザイン検定試験問題集 

獲得スキル 日本語でのパソコン技能・知識・Word技能 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

日本語入力になれるため毎時間タイピング練習をします。繰り返し練習することで習得できます

ので、積極的に取り組みましょう。 



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 プレゼンテーションⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 川口由紀子 ※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 120 4 

授業目的 
到達目標 

・英文法の基礎を習得する。 
・理解可能な語彙・熟語を増やしながら、徐々にTOEICの出題形式になれる。 
 

授業手法 
【Listeningセクション】定型表現・語彙の導入→演習と解説 

【Readingセクション】講義形式による語彙・文法の導入 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 会話の定型表現／【R】英検3級レベルの読み物 7 

4月 【R】 Day1：主述の一致／Day2：品詞 7 

5月 【R】Day3：修飾（品詞の役割）／Day4：代名詞、助動詞、接尾辞 9 

6月 会話の定型表現／【L】Part1：対応問題 8 

6月 【R】Day5：現在形・現在進行形／Day6：過去形・現在完了形 7 

7月 会話の定型表現／【R】Day7：未来を表す表現、不規則動詞導入 12 

9月 会話の定型表現／【L】Part2：対応問題 7 

9月 【R】Day8：接続詞／Day9：前置詞 9 

10月 【L】 Part2：対応問題 7 

10月 【R】Day10：態、セットで使われる表現（相関接続詞、群前置詞） 7 

11月 【L】 Part3：対応問題 6 

11月 【R】 Day11：動名詞／Day12：不定詞 7 

12月 【L】 Part3：対応問題／【R】 Day13：使役動詞 8 

1月 【L】 Part2・3：対応問題／【R】 Day15：比較 7 

2月 【L】 Part2・3：対応問題／【R】 Day16：関係代名詞whichとwhose 9 

3月 【R】 Day17：関係代名詞whatと関係副詞where 3 

成績評価の方法 TOEIC試験の結果（60％）、授業態度（20％）、小テスト・課題（10％）出席率（10％） 

使用テキスト 
／教材 

新TOEIC L&Rテスト書き込みドリル〔文法編〕〔ボキャブラリー編〕〔リスニング編〕 
キクタン英検3級 

獲得スキル 英文法の基礎知識、語彙力、各パート別の解法 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

英文法の基本を少しずつ説明していきますから、「英語は久しぶり」という人もあきらめないで

ください。まずは言葉を増やしましょう。少し慣れたら、TOEICの問題にも挑戦していきます。 



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 検定対策Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 原 滋美 ※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 

演習 2年 通年 必修 210 ７ 

授業目的 
到達目標 

２年時の１２月の試験までに合格することを目指し、その後は、就職準備に専念できること

を目標とする 

授業手法 
指定教材の指定個所及び教師が適宜用意したプリントなどを自宅学習し、授業時には 

その答え合わせ・誤用修正と強化を行い、質問にも答える。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 授業の進め方の説明・春休みの宿題の答え合わせ＋解説 10 

5月 テキストやプリントなどを用いてＮ１レベルの練習問題を解く 
 

18 

6月 同上＋模擬試験の実施 20 

7月 第１週＝授業時間内に初見の練習問題を解く・試験後は５月と同様に 24 

8月 夏休みの宿題の答え合わせ＋誤用訂正＋強化 2 

9月 テキストやプリントなどを用いてＮ１レベルの練習問題を解く 22 

10月 同上＋模擬試験の実施 24 

11月 同上＋模擬試験の実施 32 

12月 
第１週＝授業時間内に初見の練習問題を解く 
試験後は指定テキスト以外の教材や生教材で進める 

20 

1月 テキストやプリントなどを用いてＮ１レベルの練習問題を解く 18 

2月 テキストやプリントなどを用いてＮ１レベルの練習問題を解く 20 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 定期試験の結果（８０％）＋出席率（１０％）＋授業態度（１０％）の合計点で評価 

使用テキスト 
／教材 

『新完全マスター日本語能力試験Ǹ１』漢字・語彙・文法     スリーエーネットワーク 
『読解攻略日本語能力試験Ｎ１レベル』             スリーエーネットワーク 
『実力アップ日本語能力試験Ｎ１聞く』             UNICOM Inc.1 
 その他、新聞、ラジオ、インターネットなどからの生教材 

獲得スキル 言語４技能の内、読む（漢字・語彙・文法・読解）、聞く（聴解）を中心に進める 

関連科目 日本語科目全般 

履修の注意点 
／その他 

自宅学習を確実に行わなければ、学習効果は望めない。 



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 日本文化研究Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

講義・演習 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

日本の文化としてのサービスマナーの体得しサービスマインドを持つ  
サービス接遇検定準1級合格  

授業手法 ガイドを確認しながら過去問を解く SAIRマナーを毎時間確認する 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 実務技能 絵問題   対人技能 言い換え 6 

5月 実務技能 絵問題   対人技能 言い換え 6 

6月 SAIRマナーを1年生に伝えるスピーチ  6 

7月 サービス接遇準1級対策 前期評価 8 

9月 サービススタッフの資質 6 

10月 対人技能 6 

11月 実務技能 8 

12月 専門知識 4 

1月 一般知識 6 

2月 後期評価  4 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 本試験50％ 平常点50％（提出物、出欠席、授業中のマナー） 

使用テキスト 
／教材 

サービス接遇検定過去問題集3級 ガイド 講師オリジナルプリント  

獲得スキル 日本で就職に役立つマナー サービスマナーⅠ 

関連科目 
日本語speaking 
 

履修の注意点 
／その他 

身だしなみを整えて履修すること 



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 コミュニケーションサポートⅢ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今野政江 ※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 3年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

学内外の各種行事に参加することを通して、集団行動と集団内のコミュニケーション能力を

身につけることを目的とする。 

授業手法 クラス担任が主導する。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 入学式、オリエンテーション、S-AIRフェスタ準備 6 

5月 S-AIRフェスタ 6 

6月 クラス活動 1 

7月 マナーコンテスト、終業式 4 

8月 始業式、防災訓練 1 

10月 Language Day 1 

12月 校外研修、終業式 5 

1月 ニューイヤーセミナー 2 

3月 クラス活動、卒業式 4 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

出席率をベースとして、行事参加への取り組み、態度によって、年評価として評価する。 

 

 

使用テキスト 
／教材 

なし 

獲得スキル コミュニケーションスキル 

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 パソコン演習Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 松川麻美 ※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 

授業形態を選択 3年 通年 必修 90 3 

授業目的 
到達目標 

PowerPoint演習では、さまざまなプレゼンテーション資料の作成方法を学び、課題制作に取

り組みながら効果的なプレゼンテーション技能を習得します。Excel演習では計算やグラフの

入った表作成や、データベース機能などのスキル習得をし、資格取得を目指します。 

授業手法 パソコンを利用した実習形式 テキストや問題集を利用します。 時間数 

授業内容 

授業計画 

4月 PowerPoint演習 基本操作 スライド作成と編集 10 

5月 PowerPoint演習 図解化 アニメーション効果 10 

6月 PowerPoint演習 プレゼンテーション操作 課題資料作成 12 

7月 PowerPoint演習 課題資料作成 課題発表 10 

8月 Excel演習 表作成と編集 8 

9月 Excel演習 式 関数 参照 12 

10月 Excel演習 グラフ データベース 便利機能 12 

11月 検定練習 10 

12月 検定練習、表計算検定試験 6 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席状況・授業への姿勢・試験実技 

使用テキスト 
／教材 

留学生のためのかんたんWord/Excel/PowerPoint 入門（技術評論社） 
情報処理検定試験 表計算 問題集 

獲得スキル プレゼン資料作成技能 表計算技能 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

日本語タイピング練習を前年度から引き続き進めていきます。さらに、WordやExcelによる検定試

験の上位級も目指すことができ、スキルアップを図ることができます。 



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 キャリアサポート 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 3年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

 当該授業の目的は受講生の就職活動を円滑に進め、「なりたい職業」に就き、就業場所で

の充実した職業人として活躍することを目的とします。特に留学生の場合は内定後の就労ビ

ザへの切り替えを必須とするため、法律に則った就職活動に積極的にチャレンジし、就労機

会を適正に得るための授業を長期的に展開します。 

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（キャリアとは）および、各種特性検査 2 

5月 「国際業務」の意義とグローバル人財としての就職活動 6 

6月 
自己分析と自己理解 
他者理解、自己特性の強みを知る 

8 

7月 職業を持つことの意義 10 

9月 日本式計画採用と就職活動 12 

10月 履歴書・エントリシートの精度を高める 8 

11月 書類の種類・精度を上げるポイント 6 

12月 企業の仕組み 4 

1月 日本でのキャリアアップと企業内人材教育 2 

2月 仕事を円滑に進めるための組織と分業 4 

3月 仕事を円滑に進める方法とＰＤＣＡ 2 

     

成績評価の方法 
【前期】提出課題（50％）、出席率（50％） 

【後期】提出課題（50％）、出席率（50％） 

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 

獲得スキル 就活マナー、就活文書の精度、実践的な就活に対する行動特性 

関連科目 コミュニケーションサポートⅢ 

履修の注意点 
／その他 

本校のマナー教育に平衡して社会人としての特性を磨かれることを期待します 



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 Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

授業形態を選択 3年 通年 必修 120 4 

授業目的 
到達目標 

The TOEIC® LR Test is a two-hour assessment of a candidate’s listening and reading skills. 
There are 200 questions and you should answer the questions within a certain time. This  
course will teach you the information required to successfully pass the test as well as help t
o build your English vocabulary.  

授業手法 This class is taught using lecture, pair-work, group work, and simulated test practice. 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 

Listening Test Overview 
Reading Test Overview 
Listening Part 1: Photographs 
Listening Part 2: Question & Response 

14 

5月 
Reading Part 5: Grammar Problems  
Reading Part 6: Grammar Problems 

14 

6月 

Listening Part 3: General Information Questions  
Listening Part 4: General Information Questions 
Reading Part 7: General Information Questions 

14 

7月 Reading Part 6: All Questions  14 

9月 

Reading Part 7: General Information Questions  
Reading Part 7: Specific Information Questions  
Reading Part 7: Multi-passage Questions 

14 

10月 
Listening Full Test 
Reading Full Test   

14 

11月 
Listening: Part 3&4: Graphic Questions 
Reading: Part 6: Sentence Based Questions  

12 

12月 
Listening: Part 3&4: Sentence-based Questions  
Reading: Part 7: Sentence-based Questions 

12 

1月 
Listening Full Test 
Reading Full Test 

12 

月   

月   

   

成績評価の方法 20% Effort & Attitude, 80% of actual score performance in TOEIC LR IP Test.  

使用テキスト 
／教材 

Class handouts and course materials will be designed and handed out by the teacher. 

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

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

Getting a score of 600 or more in the TOEIC® LR Test can enable you to demonstrate to an emp
loyer that you can function in English in a work environment. Success in the test requires hard eff
ort, a wide vocabulary, and the ability to read and understand texts.  
※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 国際交流科 

担当教員 草場 美奈子 ※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 3年 通年 必修 60 1 

授業目的 
到達目標 

1，2年生で学んだ、日本のサービススタッフとしてのマナーを体得する。 
サービス接遇検定3級に合格する。 

授業手法 検定の過去問題を解き、コラムを読むことでマナーを体得する。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 マナーについての意見交換               2 

5月 サービススタッフの資質          4 

6月 専門知識   筆記問題対策              4 

7月 対人技能   筆記問題対策                     4 

9月 実務技能   筆記問題対策 4 

10月 実務技能    筆記問題対策 4 

11月 総復習 4 

12月 入社に備えて  4 

月                     

月                        

月   

成績評価の方法 後期末筆記試験（持込不可）３０％ 平常点（出席率、授業態度）７０％ 

使用テキスト 
／教材 

サービス接遇検定実問題集3級 / サービス接遇検定受験ガイド3級 

獲得スキル マナーの基本 マナーを人に教えるスキル 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

本校のマナーを守って履修のこと 



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 検定対策 Ⅲ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 酒井さち子 ※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 3年 通年 必修 210 7 

授業目的 
到達目標 

日本語能力試験Ｎ１に合格することが第一の目的です。Ｎ１レベルに期待される日本語能力

（言語知識・読解力・聴解力）を習得しつつ表現力（会話力・文章力）も高めていきます。 

授業手法 
語彙中心に試験の出題形式に沿った演習問題を解き、毎回小テストを行います。読解問

題を多く解く他、短文・中文やニュースを要約したり発表し合ったりもします。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 春休みの宿題解説 プレースメントテスト  4 

4月 Ｎ１ 言語知識（漢字・語彙） 聴解 6 

5月 Ｎ１ 言語知識（漢字・語彙・文法）・聴解 ・校内模試①と解説 18 

6月 Ｎ１ 言語知識（文法）・読解・聴解    ・校内模試②と解説 20 

7月 前期試験と解説 4 

7月 Ｎ１ 復習  慣用句   20 

8月 夏休みの宿題解説   2 

9月 Ｎ１ 言語知識（漢字・語彙・文法） 22 

10月 Ｎ１ 言語知識（文法）・読解・聴解    ・校内模試③と解説 24 

11月 Ｎ１ 言語知識（文法）・読解・聴解    ・校内模試④と解説 32 

12月 Ｎ１ 復習   20 

1月 冬休みの宿題解説Ｎ１  4 

1月 言語知識（漢字・語彙・文法）・聴解 14 

2月 Ｎ１ 言語知識（文法）・読解   慣用句 14 

2月 後期本試験と解説 6 

     

成績評価の方法 本試験（６０％） 小テスト（１５％） 授業態度・家庭学習（１０％） 出席率（１０％） 

使用テキスト 
／教材 

日本語能力試験Ｎ１必修パターン（語彙） 新完全マスター（文法、読解） 
配布プリント（漢字・語彙、文法、読解、聴解） 

獲得スキル Ｎ１レベルの日本語能力 

関連科目 全科目 

履修の注意点 
／その他 

小テストの範囲を事前に知らせますので、テストの勉強や宿題を必ずやりましょう。 

何度も繰り返し学習することで、短時間に効率よく覚えられるようになりましょう。 

授業・試験の様子によっては、クラスが替わる可能性があります。 



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 エアライン英語Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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。 



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 TIM Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今井美佳 ※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    60 2 

授業目的 
到達目標 

国際線の搭乗手続きでは、限られた時間の中で素早くパスポートやビザなどの渡航書類を確

認しなければなりません。これはグランドスタッフにとって責任を伴う重要な任務です。渡

航書類の確認の際に利用するものが「TIMATIC」(Travel Information Manual Automatic)です。

そのTIMATICを解読する練習を重ね、国ごとに取り決められている入国の条件を理解するこ

とを目標とします。 

授業手法 
講師作成資料を用いての講義形式です。 

小テストや復習テストなども適宜実施します。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 
オリエンテーション・TIMATIC、パスポート（旅券）、ビザ（査証）につい

て 
8 

10月 COVID-19ワーニングを解読、国籍日本：渡航先フィリピンのルール 8 

11月 
国籍日本：渡航先台湾/オーストラリア/イギリス/ブラジル/アメリカのルー

ル 
24 

12月 国籍中国：渡航先韓国/シンガポール/アメリカのルール 12 

1月 復習テスト・後期評価試験 8 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

後期筆記試験60％、小テスト・復習テスト30％、出席率・授業態度10％ 

 

 

使用テキスト 
／教材 

TIMATIC、講師作成資料 

獲得スキル 渡航書類及び入国条件をTIMATICより読み取るスキル 

関連科目 TIMⅡ、旅客実習、エアライン総合実習 

履修の注意点 
／その他 

英和辞書を必ず持参すること。 
※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 航空基礎知識 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今井美佳 ※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。またグランドスタッ

フ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。小テストや復習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・航空業界の様々な仕事 4 

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  6 

6月 航空業界の専門用語、フォネティックコード、主な航空機機種 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   

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 
航空業界に携わるあらゆる職種を理解、グランドスタッフ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 旅客実習、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、航空業界にはグランドスタッフ

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、将来グランドスタッフとして働

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 フィジカルトレーニングⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 1年 後期 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

生活習慣を見直し、心と身体について考え、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 

8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 12 

9月 身体を知る 身体の部位 システム 部位別の体操と効果  12 

10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    
12 

11月 体力アップのためのトレーニング 12 

12月 生活習慣の改善の必要性を知る 12 

月   

月   

月   

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Ⅱ 

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 

シラバス（授業概要） 

 

授業科目名 空港無線Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 今井 美佳 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

空港内で使用する無線の基本を学び、無線特有のフォネティックコードを使いこなせるよう

になる。 

授業手法 座学及び可搬を使ったロールプレイ実習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 
無線の仕組み                           
    

6 

10月 
フォネティックコード                                               
     

8 

11月 
エアバンドの基本                                                   
       

8 

12月 
航空無線用語                                                       
  

8 

月   

月   

月   

月   

7月   

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 出席点60％ 本試験40％ 

使用テキスト 
／教材 

講師作成資料 

獲得スキル フォネティックコードを使いこなす。 

関連科目 空港無線Ⅱ・旅客実習・エアライン総合実習 

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 航空地理 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 牧田 行雄 ※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。 



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 旅客実習 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 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 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

グランドスタッフに必要な業務知識の基礎と基本的な接遇スキルやホスピタリティを身に

付けることを目標とします。実践に結びつくロールプレイを通して、業務への理解をさら

に深め、将来グランドスタッフとして活躍できることを目指します。また、12時間はドリ

ームスカイ名古屋との連携授業です。 

授業手法 講義・実習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 空港支援業務とは、グランドスタッフ業務の概要、必要なスキル・資質 2 

5月 
国内航空会社（空港コード・航空会社コード）、日本の航空地理 
カウンタ―業務基礎知識（搭乗手続き／アナウンス／手荷物） 

2 

6月 9日：第1回 ドリームスカイ名古屋連携授業 4 

6月 搭乗口業務基礎知識（出発・NOSH・到着） 2 

6月 【17～18日：国内研修（ドリームスカイ名古屋・中部スカイサポート）】  

7月 制限旅客、前期評価試験 2 

9月 
国際線基礎知識（空港コード・航空会社コード・世界地理） 
ドキュメント（パスポート・ビザ）、世界地理             

2 

9月 8日：第2回 ドリームスカイ名古屋連携 4 

10月 国際線カウンター業務基礎知識  2 

10月 【14～15日：成田・羽田研修（ANA成田・JAL）】  

10月 13日：第3回 ドリームスカイ名古屋連携 4 

12月 危険物 2 

1月 バゲージクレーム 2 

2月 後期評価試験 2 

     

成績評価の方法 
前後期試験 50%、平常点 50%（小テスト・ロールプレイ40％、出席率・授業態度10％） 

 

使用テキスト 
／教材 

旅客実習テキスト、教員作成プリント 

獲得スキル グランドスタッフのオペレーションスキル 

関連科目 航空基礎知識、航空地理、エアライン総合実習、グランドハンドリングⅠ/Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

制服着用のこと。 
※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 グランドハンドリング１ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 望月 照夫 ※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 

主にランプハンドリングで、到着と出発に応じてどのような仕事がどのような手順で行われ

ているのかを理解する。実際の写真やビデオを用いて解説し、業務の実際を学ぶ。 

授業手法 講義及び演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 グランドハンドリング概要・空港の施設 2 

5月 GSEの機能と種類 2 

6月 搭載貨物業務について・ ULDの種類と用途 4 

7月 手荷物仕分業務について 4 

9月 ロードプランとW&Bについて 4 

10月 特別な取扱を要する貨物 2 

11月 航空貨物ラベル・取扱ラベル 6 

12月 誘導業務について 2 

1月 航空気象の基礎 4 

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

筆記試験40％・課題提出30％・出席状況30％ 

 

 

使用テキスト 
／教材 

航空機のグランドハンドリング（日本航空技術協会）・配布プリント 

獲得スキル 機側業務の種類・スケジュール・使用機材についての基本的な知識を得ること 

関連科目 グランドハンドリングⅡ・危険物Ⅰ 

履修の注意点 
／その他 

旅客業務に就く場合も、機側で行われている業務の理解は必要なので、しっかり学習すること。 



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 危険物Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 望月 照夫 ※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 

航空危険物に関する規則・分類・取扱について基礎的な知識を習得する。なお、本科目はIA
TA国際航空貨物取扱士の学習内容の一部を構成する。 

授業手法 講義及び演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 航空危険物の定義・旅客と貨物の取扱いの違い 4 

5月 危険等級と危険物の区分 4 

6月 危険物ラベルと取扱いラベル 4 

7月 国連による危険物分類と隠れた危険物 6 

9月 危険物の取扱と関係する文書 4 

10月 梱包について 2 

11月 マーキングとラベリング 2 

12月 基本的な危険物申告書 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

筆記試験40％・課題提出30％・出席状況30％ 

 

 

 

 

使用テキスト 
／教材 

IATA Cargo Introductory Course 3.0Edition (Textbook) 
IATA Cargo Introductory Course 3.0Edition (OAG and TACT Training Edition) 
IATA Cargo Introductory QUESTION BOOKLET 

獲得スキル 航空貨物危険物について基本的な知識を持つこと 

関連科目 グランドハンドリングⅠ／Ⅱ、旅客実習、エアライン総合実習 

履修の注意点 
／その他 

英和辞書を持参すること。 
重要な英単語はしっかり復習すること。 



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 ユニバーサルサービスⅠ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 大川 香織 ※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 TIMⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 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年次に学んだ「TIMATIC」の読み取りを瞬時にできる速読力を身に付けることを目

標とします。さらに、搭乗カウンター業務のロールプレイで、実際に「TIMATIC」
を用いて規則を読み取り、お客様へのスムーズな搭乗手続き案内のスキルを身に付

けることを目指します。 

授業手法 TIMATICのサイトを用いての講義、実習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 国籍・乗り継ぎ地・行き先は適宜、教員にて選択 8 

5月 TIMATIC画面での読み取り演習・ 8 

6月 TIMATICを用いてのチェックインロールプレイ演習（日本語・英語） 8 

7月 ロールプレイ試験（日本語）、前期評価試験 6 

9月 各国のビザ同盟（VWP／シェンゲンビザ） 6 

10月 国籍・乗り継ぎ地・行き先は適宜、教員にて選択 8 

11月 TIMATICを用いての乗り継ぎありのチェックインロールプレイ演習 10 

12月 ロールプレイ試験、後期評価試験 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 前後期試験 50%、ロールプレイ30％、平常点20%（出席率、授業態度） 

使用テキスト 
／教材 

TIMATIC例文、教員作成プリント 

獲得スキル グランドスタッフの搭乗手続きの際の迅速なドキュメントチェックスキル 

関連科目 TIMⅠ、旅客実習、エアライン総合実習 

履修の注意点 
／その他 

英和辞書を必ず持参すること。 
※実務経験のある教員が担当する科目である。 



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Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 後期 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 

8月 姿勢、バレエの基本 毎回の授業での簡単ストレッチ 12 

9月 身体を知る 身体の部位 システム 部位別の体操と効果  12 

10月 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 12 

11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 12 

12月  プラステン（１０）力アップ セルフケアの体操を考える 12 

月   

月   

月   

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。 



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 エアライン総合学習 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 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 30 1 

授業目的 
到達目標 

１年次に学んだ旅客実習の基礎知識を復習しながら、日本語・英語でのロールプレイを中心

に実践し、あらゆる場面に臨機応変な対応ができる接客スキルの向上を目指します。また、

エアラインコースとの合同実習を通し、他職種とのチームワークを学びながら、空港支援業

務の流れを相互理解し、航空業界で活躍できる人材育成を目標とします。後期には、合同で

イレギュラー対応のコンペティションを行います。  
 

授業手法 講義・実習形式（エアラインコースとの合同実習あり） 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 空港インフォメーション業務・内線電話・敬語 4 

5月 イレギュラー対応 オフロード 2 

5月 クレームについて 2 

6月 クレーム対応（キャンセル・遅延） 2 

7月 前期評価   2 

9月 
オーバーサイズ手荷物の処理 
合同実習① 

2 

9月 お手伝いが必要なお客様の接客対応（車椅子、幼児連れ、妊婦など） 2 

10月 合同実習② 車椅子対応 2 

10月 急病人対応 2 

11月 合同実習③ 急病人対応 2 

11月 コンペティション準備（合同授業） 4 

12月 コンペティション 2 

12月 後期評価 2 

月   

成績評価の方法 
 

前後期試験 50%、平常点 50%（小テスト・ロールプレイ40％、出席率・授業態度10％） 

使用テキスト 
／教材 

旅客実習テキスト、教員作成プリント 

獲得スキル 日本語・英語での接客対応スキル、イレギュラー対応力 

関連科目 旅客実習、TIMⅠ/Ⅱ、グランドハンドリングⅠ/Ⅱ 

履修の注意点 
／その他 

制服着用のこと。 
※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 空港無線Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 望月 照夫 ※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 

国際航空無線でのアルファベットの表記を学び、航空管制の様々なフェーズでの無線のやり

取りや、特にランプ業務に必要な管制塔と航空機との無線交信の内容を学びます。 

授業手法 講義及び演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 電波法と通信の基礎、陸上特殊無線のプロトコル 6 

5月 エアバンドの基礎知識 6 

6月 飛行場情報サービス 航空気象の基礎知識 8 

7月 METARとTAF 6 

9月 出発承認(デリバリー)と地上誘導(グランド) 10 

10月 離陸と着陸の許可(タワー) 8 

11月 出域管制(デパーチャー)と進入管制(アプローチ) 8 

12月 ヒアリングとデクテーション 8 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

筆記試験40％・課題提出30％・出席状況30％ 

 

 

 

使用テキスト 
／教材 

講師作成プリント 

獲得スキル 地上業務に関係する基本的な通信プロトコルの理解 

関連科目 グランドハンドリングⅠ ・ グランドハンドハンドリングⅡ 

履修の注意点 
／その他 基本的な通信プロトコルを理解し、空港で毎日交信される内容を知っておきましょう。 



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 グランドハンドリングⅡ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 望月 照夫 ※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 

この科目ではグランドハンドリング１に引き続き、ランプハンドリングで必要とされる知識

をさらに深める。知識としては航空危険物や航空気象、さらには現場で重要視される危険回

避の考え方などを、演習により理解する。 

授業手法 講義・演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 ポンド・フィートの単位と航空業務への適用 6 

5月 W＆B（小型機の場合） 6 

6月 W＆B（中型機の場合） 6 

7月 ロード＆トリムシートの作成（A220・B767） 8 

9月 ULDディメンジョンガイド 8 

10月 指差呼称と危険予知 8 

11月 危険予知トレーニング・ランプにおける安全標識 10 

12月 ランプにおける安全標識 8 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 

筆記試験40％・課題提出30％・出席状況30％ 

 

 

使用テキスト 
／教材 

航空機のグランドハンドリング（日本航空技術協会）・配布プリント 

獲得スキル ロードプランニング・安全管理に必要な知識を得ること。 

関連科目 グランドハンドリング１ エアライン総合実習  

履修の注意点 
／その他 

グランドハンドリングに関連した知識を幅広く理解するよう心がけてください。 



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 国際交流科 

担当教員 幡鎌美恵子 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 

授業形態を選択 2年 前期 必修 30 1 

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。 
航空業界のサービス介助の実際を知り、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 車いす操作 

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」 4 

5月 手話実技「航空会話④」 会話実習「ろう者講師に接客」 4 

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」 
4 

7月 会話実習「ろう者講師に接客」 発表「手話で案内」 4 

9月 サービス介助とは 4 

10月 車いす操作① 4 

11月 車いす操作② 4 

12月 まとめ 2 

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 提出物 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 旅客実習 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。 



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 国内運賃料金業務 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 牧田 行雄 ※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 

ＪＲ各社の運賃料金規則を中心に学習し、路線や利用車両にそった運賃計算の仕組みが理解

でき算出できることができるようになることを目的とする。さらに貸切バス、フェリー、宿

泊についても基本的な規則（約款）も学習します。 

授業手法  
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 国内のJR路線について、新幹線について 2 

4月 時刻表の見方 2 

5月 JR運賃計算の基本と演習 4 

5月 有効期限、運賃の割引 2 

5月 新幹線の料金基礎 2 

5月 運賃料金計算基礎演習 4 

6月 シーズン料金、グリーン料金、寝台料金、乗継割引規則 6 

6月 新幹線内乗継計算、乗継割引計算 4 

7月 運賃計算特例 2 

7月 貸切バス規則と料金計算、フェリー規則と料金計算、宿泊規則と料金体系 2 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 ・演習課題（３０％）、期末試験（６０％）、出席・学習意欲（１０％） 

使用テキスト 
／教材 

国内運賃料金テキスト、ＪＲ時刻表 

獲得スキル JR運賃・料金の算出ができる。国内輸送の主な運賃料金についても算出できる 

関連科目 ツアープランニング基礎、旅行業基礎、ツアープランニング演習、旅行業応用 

履修の注意点 
／その他 

・旅行業務としての基本的な知識を習得し、使えるようになること 



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 国内観光地理 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 白鳥 佑弥 ※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 

国内の観光素材（世界遺産・温泉・祭り・伝統工芸・名産品・庭園・名称旧跡など）の知識

と、地図上での位置を習得。 
国内旅行地理検定（6月・12月）と国内旅行業務取扱管理者（9月）の試験合格を目標とする。 

授業手法 
各種地図帳・観光資源テキスト・サブノートを活用しての学習。 

旅行地理検定や旅行業務取扱管理者の過去問題などにも取り組む、講義形式。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 国内の観光基礎情報（都道府県、世界遺産、交通、ご当地グルメなど） 3 

4月 全国的に有名な温泉地や周辺観光素材、日本三大・三名観光地 3 

5月 北海道・東北地方の観光情報 4 

5月 関東・中部地方の観光情報 4 

6月 近畿地方の観光情報 4 

6月 中国・四国地方の観光情報 4 

7月 九州地方の観光情報 4 

7月 まとめ 4 

   

   

   

   

   

   

   

     

成績評価の方法 評価試験30％、小テスト20％ 、サブノート仕上げ30％ 、出席率20％ 

使用テキスト 
／教材 

国内観光資源、国内観光資源サブノート、旅地図日本、日本知図帳 

獲得スキル 日本国内の観光資源の特徴と場所がわかる 

関連科目 ツアープランニング基礎、ツアープランニング演習 

履修の注意点 
／その他 

分野ごとに小テストを実施する 
※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 旅行業務基礎 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 乗松 陽子 ※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 1年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

旅行パッケジー商品につての学習。 
パンフレット記載事項の読解の習得と宿泊の料金計算、 
旅行業に必要なマナーを身に付けます。 

授業手法 
実際のパンフレットを利用しての授業になります。カウンターでのロールプレイング

を実践し接客のマナーを身に付けます。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 旅行会社の仕組み等、旅行業界の全般的な知識 6 

10月 パンフレットより料金計算（大人） 6 

11月 パンフレットより料金計算（子供） 6 

12月 カウンターでの接客ロールプレイング 4 

1月 カウンターでの接客ロールプレイング 4 

2月 カウンターでの接客ロールプレイング 4 

   

   

   

   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 評価試験 50％ 、課題提出 30％ 、出席率 20％ 

使用テキスト 
／教材 

旅行会社のパンフレット 

獲得スキル パンフレット読解、接客対応力 

関連科目 ２年次旅行業応用 

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 アクセス実習Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 牧田 行雄 ／ 白鳥 佑弥 ※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 

実習 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

旅行会社または航空会社での業務経験がある講師が担当します。 
航空業界に関する基礎知識（２レター・３レターや機材名など）と約款、航空業界の予約シ

ステムについての基本的操作を学習します。 

授業手法 講義、システムを用いての演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 航空業界の基礎知識 2 

5月 国内航空約款 3 

6月 国内空港コード、航空会社コード、ヘボン式つづり 3 

7月 前期まとめ 4 

9月 航空業界の予約システムについて 4 

10月 海外空港コード、航空会社コード 4 

11月 航空予約システムの基本操作① 4 

12月 航空予約システムの基本操作② 4 

1月 総合まとめ 2 

   

   

   

   

   

成績評価の方法 【後期】評価試験60％ 、小テスト30％ 、出席・授業態度10％ 

使用テキスト 
／教材 

一発合格! 国内旅行業務取扱管理者試験テキスト&問題集、ユーザーガイド予約、アマデウス予約

クイックガイド、教員作成プリント 

獲得スキル 航空業界の基礎知識と国際線予約システムの基本操作 

関連科目 アクセス実習Ⅱ、旅行業法規 

履修の注意点 
／その他 

分野ごとに小テストを実施する。 
※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 ツアープランニング基礎 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 白鳥 佑弥 、 旅行会社担当者 ※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 前期 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

「見てみる、体験してみる」を目的として行程の作成や移動手段を調べ、 
実際に案内を担当して企画の成り立ちを学習します。 

授業手法 旅行会社様の講義と実習。終了後、発表を行います。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 旅行業の仕事内容について 6 

4月 実施日に向けての作業内容指示、旅行会社より行程作成の助言 6 

5月 行程完成確認、担当役割分担、行程作成手直し、役割分担下調べ 6 

5月 行程作成の下調べ 6 

5月 行程作成進捗確認、助言 4 

5月 行程確認 4 

6月 実施後の発表、レポート提出 4 

6月 行程作成手直し 4 

6月 最終行程の完成 4 

6月 実施日 4 

7月 実施後の発表 6 

7月 実施後のレポート作成 6 

   

   

   

     

成績評価の方法 発表80％ 、出席率 20％ 

使用テキスト 
／教材 

旅行会社様が準備されたプリント・資料 

獲得スキル 旅行企画作成、国内旅行業務旅程管理 

関連科目 添乗業務概論 

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 旅行業法規 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 白鳥 佑弥 ※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 

旅行業法と旅行業約款と旅行業でのルールを学習し国内旅行業務取扱管理者試験に挑戦し

ます。更に、海外における基礎知識（都市名、都市コード、航空会社コード）を学習します。 

授業手法 テキストや過去問題を使用、講義形式。項目ごとに小テストを実施。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 

旅行業の目的/旅行業の定義/旅行業の登録/営業保証金/ 
旅行業務取扱管理者/外務員証/旅行業務取扱料金/旅行業約款/ 
標識/取引条件の説明/書面の交付/広告 

4 

5月 

旅程管理/禁止行為・業務改善命令/受託契約・旅行業者代理業者/ 
旅行業協会/約款/標準旅行業約款/企画旅行契約/ 
１．総則 ２．契約の締結/企画旅行契約 ３．契約の変更  
４．契約の解除 ５．団体、旅程管理 

4 

6月 

６．責任/特別補償規定/ 
手配旅行契約 １．契約の締結/手配旅行契約  
２．契約の変更/解除/団体/旅行相談契約 

8 

7月 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款（約款全般復習） 4 

8月 旅行業法（業法全般復習） 8 

9月 旅行業法・旅行業約款 答案練習（総復習） 2 

   

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 評価試験 60％ 、小テスト 30％ 、出席率 10％ 

使用テキスト 
／教材 

国内旅行業務取扱管理者試験テキスト、問題集 

獲得スキル 国内旅行業務取扱管理者資格の取得 

関連科目 国内運賃料金業務 国内観光地理 

履修の注意点 
／その他 

分野ごとに小テストを実施する 
※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 世界遺産知識 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 後期 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

海外観光資源の基礎として、特に有名な世界遺産についての知識の修得を目的とします。基

本的な世界遺産を学習した後、世界遺産検定３級にチャレンジします。 

授業手法 世界遺産検定３級公式テキストを使用した講義形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 世界遺産の基礎知識 8 

10月 日本世界遺産 人類の誕生と古代文明 12 

11月 アジア世界の形成と宗教 ヨーロッパ中世とルネッサンス大航海時代 12 

12月 アメリカ アフリカ オセアニアの文明と東アジアの変動 8 

1月 近代国家と成立と世界の近代化 テーマでみる世界遺産 10 

2月 世界の世界遺産 過去問題答案練習 10 

   

   

   

   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 評価試験 80％ 、出席率 10％ 、授業態度 10% 

使用テキスト 
／教材 

世界遺産検定 ３級公式テキスト 

獲得スキル 世界遺産検定３級の取得 

関連科目  

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 添乗業務概論 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 乗松 陽子 ※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 1年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

国内旅程管理主任者を踏まえての授業になります。添乗員としての業務内容についての知識

を学習して行きます 

授業手法 
添乗中に必要な業務。 

お客様の旅行に同行するために必要な知識・立ち振る舞い・金銭管理と、 

お客様へのサービスに必要な項目の学習。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 添乗に出る前の準備、心構え 5 

9月 添乗中の業務（座席表、電話対応、精算業務） 5 

10月 添乗中の立ち振る舞い、添乗の挨拶 5 

11月 添乗準備（下調べ） 5 

11月 添乗ロールプレイング 5 

12月 国内旅程管理業務の基本知識のまとめ 5 

   

   

   

   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 ロールプレイング 20％ 、課題提出 20％ 、出席率 20％ 、授業態度 40％ 

使用テキスト 
／教材 

配布テキスト、配布プリント 

獲得スキル 旅程管理者 

関連科目 ツアープランニング基礎 

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 添乗業務演習 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 白鳥 佑弥 ※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 30 1 

授業目的 
到達目標 

添乗員としての業務の基本的動作ができることを目的とする。 
業務の概略、基本的な業務ができる程度を到達目標とする。 

授業手法 業務の解説・注意事項講義とその演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 海外研修渡航先の情報収集 4 

9月 利用空港の情報収集 4 

10月 利用空港での注意点を踏まえての誘導のシミュレーション 2 

10月 シミュレーションの振り返り、検証 2 

10月 渡航手続き時の注意事項と解説 2 

11月 渡航先入国手続きの注意事項、空港での注意事項の確認 4 

12月 入国手続きでのシミュレーションと振り返り 4 

12月 渡航先出国時の注意事項 2 

1月 出国手続きでのシミュレーションと振り返り 2 

1月 まとめ 4 

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 業務演習 40％ 、課題提出物 30％ 、授業態度・出席率 30％ 

使用テキスト 
／教材 

ワークシート 

獲得スキル 添乗員としての基本的な業務の理解ができ、サポートができる 

関連科目 添乗業務概論 

履修の注意点 
／その他 

分野ごとワークシート課題をもとにプレゼン資料作成を実施する 
※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 海外観光地理 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

海外ツアーにおける観光地の知識を得る事を目的とします。 
旅行地理検定海外初級にチャレンジし、さらに人気観光地周辺での観光関連箇所も学習し、

旅行地理検定中級にもチャレンジしていきます。 

授業手法 業務の解説・注意事項講義とその演習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 【東南アジア】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 3 

5月 【中近東】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 3 

6月 【ヨーロッパ】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 4 

7月 【アフリカ】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 4 

9月 【北米】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 4 

10月 【南米】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 4 

11月 【オセアニア】国名・首都・通貨・言語・主要観光地・世界遺産 4 

12月 総復習 過去問題 答案練習 4 

   

   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 評価試験 80％ 、出席率 10％ 、授業態度10％ 

使用テキスト 
／教材 

旅に出たくなる地図、海外観光資源テキスト、海外観光地理サブノート 

獲得スキル 旅行地理検定 海外初級・中級 

関連科目  

履修の注意点 
／その他 

なるべく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 海外実務総合 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 牧田 行雄 ※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 90 3 

授業目的 
到達目標 

海外渡航における注意点、必要となる手続きなど含めた基本的な知識を習得する。国際航空

運賃など専門的な運賃規則が理解できる知識の習得を目指す。 

授業手法 法令、規則についての講義形式と計算演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 旅券、査証、免税、お土産等での規制 6 

5月 国際航空運賃計算基礎 6 

5月 国際航空運賃計算（タリフの見方） 8 

6月 国際航空運賃計算（チェックの種類と演習） 8 

6月 国際航空運賃計算（計算例外規定と演習） 8 

7月 国際航空運賃計算（演習） 8 

7月 最小乗継時間の見方 8 

9月 時差換算、所要時間の計算 8 

9月 時差換算の計算 8 

10月 所要時間の計算 8 

10月 日本国内での外国籍の海外旅行について 4 

11月 ホテル、クルーズについて 4 

11月 ヨーロッパの鉄道 2 

12月 まとめ 4 

   

     

成績評価の方法 

 

【前】航空運賃演習（３０％）、期末試験（６０％）、学習意欲（１０％） 

【後】課題レポート（５０％）、期末試験（５０％） 

使用テキスト 
／教材 

スラスラ覚える一挙合格ゼミ 

獲得スキル 海外渡航における各法令がわかる。国際国運賃の基本的な計算ができる。 

関連科目 旅行業務応用、ツアープランニング演習、海外観光地理 

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 旅行業務応用 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 乗松 陽子 ※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 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

旅行会社ツアーパンフレットの読解力の習得を完成させます。 
実際お客様を想定したロールプレイング型式で、お客様が納得出来る様な接客力を身に付け

ます。 

授業手法 
実際に販売されているツアーパンフレットを使った講義と、 

ロールプレイングを含めた実習の授業 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 パンフレット整理、レイアウト 4 

5月 航空機利用ツアー料金計算(大人） 6 

6月 〃 6 

6月 カウンターでお客様の接客しながらパンフレットより料金計算 4 

7月 ロールプレイング 6 

9月 航空機利用ツアー料金計（子供） 6 

9月 カウンターでお客様の接客しながらパンフレットより料金計算 6 

10月 ロールプレイング 6 

10月 空港手続き確認、空港コード、スペルアウト確認 4 

11月 団体旅行について 6 

12月 まとめ 6 

   

   

月   

   

     

成績評価の方法 評価試験 40％ 、課題提出30％ 、ロールプレイング 30％ 

使用テキスト 
／教材 

ツアーパンフレット 

獲得スキル パンフレット読解力、接客対応力 

関連科目 ツアープランニング演習、国内観光地理、旅行業務基礎 

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 アクセス実習Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 中西 裕子 ／ 白鳥 佑弥 ※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 

実習 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

国際航空予約システム（AMADEUS）を使用し、国際線予約業務の基礎を学び、AMADEUS
検定specialistの合格を目標とします。国際線の予約システムの基本操作・手順を検定問題に

準じながら身に付け、国際線の運賃ルールを理解しながら、正確なPNR（Passenger Name R
ecord）の作成の習得を目指します。 

授業手法 講義、システムを用いての演習形式 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
海外空港コード、航空会社コード、ヘボン式つづり、 
航空予約システムの起動と終了コマンド 

2 

5月 PNRの必須項目、各種コードの検索、スケジュール照会 3 

6月 空席照会、旅客データ、PNR作成 3 

7月 前期まとめ、前期評価試験 4 

9月 SSR作成、PNR修正・変更 6 

10月 PNR作成演習、小テスト 6 

11月 PNR分割・コピー、運賃表・ルールの見方 4 

12月 総合まとめ 2 

   

   

   

   

   

   

成績評価の方法 
【前期】評価試験50％ 、小テスト40％ 、出席・授業態度10％ 

【後期】評価試験60％ 、小テスト30％ 、出席・授業態度10％ 

使用テキスト 
／教材 

ユーザーガイド予約、アマデウス予約クイックガイド、教員作成プリント 

獲得スキル 国際線予約システムを用いてのオペレーションスキル 

関連科目 海外実務総合 

履修の注意点 
／その他 

空港コード、航空会社コード等、オペレーションに必要なコードは必ず覚えていくこと。 
分野ごとに小テストを実施する。 
※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 ツアープランニング演習 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 乗松 陽子 ／ 白鳥 佑弥 ※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 

【前期】個人旅行の日程表作成演習を目的としています。行程作成演習を学習します。 
料金算出、見学時間、移動時間の管理についても学習します。 

【後期】団体旅行の日程表・見積書作成演習を目的としています。個人旅行との違いや、 
団体旅行ならではの注意点を学習し、国際交流課の冬季研修を企画します。 

授業手法 
【前期】近隣の旅行日程表作成後、長距離の旅行日程表・見積書を作成します。 

【後期】 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 高速道路マップの見方、移動時間の取り方 6 

4月 観光地の情報収集、見学時間の設定方法 6 

5月 静岡近隣の１泊２日旅行日程表・見積書作成 6 

5月 航空機またはJR利用の日程表作成の下調べ 6 

6月 ２泊３日以上の航空機またはJR利用の日程表・見積書作成 6 

7月 前期プレゼン準備・発表 6 

9月 団体旅行の日程表・見積書作成の注意点 6 

10月 静岡近隣の日帰り、１泊２日旅行日程表・見積書作成 8 

11月 ２泊３日以上の航空機＆JR利用の日程表・見積書作成 8 

12月 総合まとめ 2 

   

   

   

   

   

     

成績評価の方法 
【前期】日程表・見積書作成80％ 授業態度・出席率20％ 

【後期】日程表・見積書作成80％ 授業態度・出席率20％ 

使用テキスト 
／教材 

るるぶ静岡 

獲得スキル 個人・団体旅行の２泊３日以上の日程表・見積書作成 

関連科目 ツアープランニング基礎 

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 観光ガイド手法 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 牧田 行雄 ※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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ツアー添乗員としてお客様にどのように楽しんでいただけるかを考え、話題や人気ツアーを

取り上げて観光地の案内ガイドブックを作成したり、周辺施設を調べたりと、実際の添乗業

務で必要とされる準備がスムーズにできるようになる。 

授業手法 
観光地理の知識を活用し観光情報をどのように提供したらよいか学習し観光ガ

イドと共に巡る体験も取り入れながら学習して行きます。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 販売ツアーの下調べ 4 

9月 ガイドブック作成のツアーの選定 4 

10月 選定ツアーの選定理由の発表 2 

10月 選定ツアーのガイド箇所の選択と下調べ、作成 4 

11月 選定ツアーのガイド箇所の選択と下調べ、作成 4 

11月 選定ツアーの作成ガイドブックブックの発表と振り返り 2 

11月 静岡県内ツアーの作成 4 

12月 作成したツアーのガイドブックの作成 4 

12月 発表、まとめ 2 

月   

月   

月   

月   

   

   

     

成績評価の方法 各制作物提出 80％ 、授業姿勢（出席率など）20％ 

使用テキスト 
／教材 

国内観光資源テキスト・サブノート・旅に出たくなる地図（日本）、 

るるぶ、ロードマップ 

獲得スキル 実際の添乗業務で必要とされる準備がスムーズにできるようになる。 

関連科目 観光観光地理、ツアープランニング基礎 

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 料飲・宴会サービス実務 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 水谷 和史・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 60 2 

授業目的 
到達目標 

フルコース料理のサービス技術とサービス英会話の習得を目標とします。カトラリーやテー

ブルの名前、テーブルセッティングの方法などを実践で学び実力をつけていきます。 

授業手法 料飲サービスで必要な備品を実際に使用して、実践しながら学んでいきます。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 コース料理の基本順序と使用するシルバー・グラスについて 6 

5月 会場の設営・撤収、テーブルセッティング、プレートの持ち方 6 

6月 トレーの使い方、ワイン・シャンパン・ドリンクの注ぎ方 6 

7月 サーバーの使い方、フルコースサービスの組み立て 6 

8月 プラッターサービス、チューリンサービス 4 

9月 技術の復習 6 

10月 サービスの練習（スピード・正確さの訓練） 6 

11月 サービスの練習（時間意識及び周囲の動きへの意識強化） 8 

12月 サービス練習（弱点の修正） 4 

1月 サービス練習（ブラッシュアップ） 4 

2月 サービスの練習、期末試験 4 

月   

月   

月   

成績評価の方法 期末実技試験（サービス実技） 

使用テキスト 
／教材 

ホテル英会話基礎編、レストランサービスマニュアル 

獲得スキル 料飲サービスの基本知識と技術 

関連科目 ホテル概論／ホテル宿泊実務／キャリアマネジメント／ブライダル概論／ブライダル実務 

履修の注意点 
／その他 

時間を意識して取り組むこと。また、周囲の動きをよく見て、先を読んだ行動をすること。 
※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 ホテル概論 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

講義 1年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

ホテル業界を体系的に理解することを目標とします。 
ホテル業界の歴史やホテル名、職種ごとの業務内容や専門知識など、幅広く学習を行い、 
知識定着の確認のためにホテルビジネス実務検定試験にも挑戦します。 

授業手法 テキスト・検定試験の過去問題集を用いて講義形式で学習します。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
ホテルの基礎（観光産業の概況とホテル産業の概要） 

世界のホテル産業：欧州、米国、アジア 
8 

5月 
ホテルの基礎（実務者の基本知識・ホテル英語の基本） 

国際的な慣習、関連団体、セクションごとの英会話等 
8 

6月 
宿泊部門（宿泊部門の概要と実務） 

職種と役割、約款、施設設備等 
8 

7月 
料飲部門（料飲部門の概要）、期末試験と解説 

職種と役割等 
6 

9月 
料飲部門（料飲部門の実務）、宴会部門（宴会部門の概要と実務） 

職種と役割、食材、メニュー、宴会部門の業務、施設備品等 
10 

10月 
調理部門（調理部門の概要と実務） 

職種と役割、調理方法、食品衛生等 
8 

11月 
仕事に必要なポイントの復習 

過去問題と解説、ホテルビジネス実務検定試験（11/25） 
10 

12月 ホテルビジネス実務検定試験の解説 2 

   

   

   

     

成績評価の方法 
前期：期末試験100％ 

後期：検定結果80％・企業レポート20％ 
使用テキスト 

／教材 

・ホテルビジネス基礎編 
・ホテルビジネス実務検定試験の練習過去問題集 

獲得スキル ・ホテル業務と業界の基礎知識 

関連科目 料飲・宴会サービス実務、ホテル宿泊実務、キャリアマネジメント、ブライダル概論 

履修の注意点 

／その他 

覚える専門知識や用語がたくさんあります。 

授業毎に予習と復習を行い、知識をしっかりと定着させましょう。 

 

※実務経験のある教員が担当する科目である。 



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 ブライダル概論Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 草場 美奈子 ※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 1年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ウェディングプランナーには、ブライダルに関する幅広い知識が必要となるため、基本的な

ブライダル業界の成り立ちや業務内容を理解し、身に付けることを目標とします。 

ブライダル業界、市場、歴史などの基礎的知識や、挙式、披露宴の成り立ちを知るため

に、挙式のスタイルやペーパーアイテム、衣装知識まで幅広く学びます。 

授業手法 授業はテキストやプリントを用いて、講義形式での学習となります。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
ウェディングに携わる心得と授業の進め方の説明 
Lesson１結婚とは 

2 

4月 Lesson２ブライダルビジネス 2 

5月 Lesson３ブライダルの基礎 4 

6月 Lesson４コーディネーター業務（新規～成約まで） 4 

6月 Lesson５打ち合わせ業務 2 

7月 
前期筆記試験 
試験内容解説と復習 

2 

7月 Lesson６コンセプトシートに基づいたブライダルアイテムの選定 4 

9月 Lesson７手配業務 4 

12月 Lesson８当日業務 2 

12月 テスト対策（過去問等） 2 

1月 1年間の授業のまとめ 2 

月   

   

     

成績評価の方法 
（前期）期末試験（持込不可）（60％）、出席率・授業態度（40％） 

（後期）検定試験結果（60％）、出席率・授業態度（40％） 

使用テキスト 
／教材 

ブライダルコーディネーターテキストスタンダード／配布プリント 
（後期のみブライダル実務の教科書を使用します。） 

獲得スキル ブライダルプランナー基礎知識 

関連科目 ブライダル実務／テーブルコーディネート／フローリスト技術 

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 テーブルコーディネート 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 前川理子 ※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 

演習 1年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

ホテル・ブライダル業を目指す者としての、テーブルコーディネートについての知識をつけ 

実習を通して、プランニング力やプレゼンテーション力を身につける。 

授業手法 テキスト、プリントを用いて講義形式の授業並びにコーディネート実習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 テーブルコーディネートの基礎知識 ４ 

5月 カラーコーディネート ４ 

6月 パーティープランニング ２ 

6月 パーティーコーディネート実習 ６ 

7月 テーブルイメージコラージュ ４ 

7月 記念日と歳時記 ４ 

8月 コラージュ ２ 

9月 テーブルコーディネートの歴史 ４ 

9月 ハロウィンコーディネートプランニング ４ 

10月 ハロウィンコーディネート実習 10 

11月 クリスマスコーディネートプランニング、実習 10 

12月 ハロウィン、クリスマスコーディネートレポート作成 ２ 

1月 コラージュ ２ 

2月 レポート作成、提出 ２ 

成績評価の方法 
① 実習・発表 「30％」 ②授業への出席率・積極性 「30％」 

③プランニング表・コラージュ・レポート「40％」 

使用テキスト 
／教材 

TextBookテーブルコーディネート、配布プリント 

獲得スキル テーブルコーディネート基礎知識 

関連科目 ブライダル概論、フローリスト技術 

履修の注意点 
／その他 

解らない内容はそのままにせずに、質問して下さい。・実習は積極的に参加し、発言をして

下さい。ディスカッション・企画・発表を通して、人に解りやすい話し方や表現力を身に付

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 フローリスト技術 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 田嵜節子 ※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 前期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

花の扱い方、装花の知識、装花制作スキルの修得を目的とします。 
技術の基本を身に付ける事で、装花のデザイン制作ができる事を目標としております。 

授業手法 テキスト、パワーポイントを使用した講義と花材を使用した授業手法です。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 
オリエンテーション 
フラワーアレンジとは 

４ 

4月 花の素材とテクスチャーについて ２ 

5月 花の特徴と役割 ２ 

5月 季節の花々と花あしらいについて ２ 

6月 花のフォルムとイメージについて（グループワーク） ４ 

6月 フラワーベースのメカニックについて ２ 

6月 生花のテーブルフラワーアレンジ（実習） ４ 

6月 色彩と色合わせ ２ 

7月 幸せの言い伝え、花言葉 ２ 

7月 プリザーブドフラワーアレンジについて ２ 

7月 気持ちを伝えるフラワーギフト（実習） ４ 

月   

月   

月   

成績評価の方法 ① 出席率 ３０％  ②積極性・授業態度 ４０％  ③実習・提出物 ３０％ 

使用テキスト 
／教材 

・フローリスト花図鑑 ・テキスト ・はさみ ・課題にあわせた材料 

獲得スキル 花扱いの基礎知識の修得 

関連科目 ・テーブルコーディネート ・ブライダル概論Ⅰ ・ブライダル実務 

履修の注意点 
／その他 

ホテルブライダル業界にとって、お花は無くてはならない重要なアイテムです。 
お花の扱い方を理解して花を好きになり、自分で花を飾る事が出来たらと思います。 
※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 ブライダル実務 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 草場 美奈子 ※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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ブライダルプランナーの接客業務を実演できることを目標とします。新規接客から当日まで

の打ち合わせ業務をロールプレイング形式で実践することにより、幅広い提案力を身に付け

ます。 

授業手法 
プランナー役、新郎・新婦役を固定メンバーで構成し実施します。フェア予約から成

約、婚礼打ち合わせまで、実際の接客業務をロールプレイングで学びます。 

時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 授業の進め方説明とグループ分け。教材配布。 2 

9月 新規接客 *来館予約 4 

9月 新規来館 *アンケートからのヒアリング 4 

10月 新規来館 *チャペル案内 4 

11月 
新規来館 *ファイルを使用した施設案内、日程案内、会場予約、 
クロージング 

4 

12月 新規来館 *成約 6 

1月 ウェディングプランナー打ち合わせ業務 *招待状ご案内 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

 ji  

     

成績評価の方法 
ロールプレイングの出来栄え（授業内でテスト実施）（60％） 

・授業態度（20％）・出席率（20％） 

使用テキスト 
／教材 

ブライダル実務テキスト／プリント 

獲得スキル 新規接客、ウェディングプランナーの打ち合わせ業務の実演 

関連科目 ブライダル概論Ⅰ／テーブルコーディネート／フローリスト技術 

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 キャリアマネジメント 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

演習 1年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

自身のキャリアプランを描き、就職活動のための準備をすることが目的です。ホテル・ブラ

イダル業界に特化したサポートを行い、入社3年後、5年後、10年後をイメージしていきます。 

授業手法 グループワーク、発表、個人ワークなど様々な手法で進めていきます。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 授業説明、希望職種アンケート、業界研究、企業研究等 ８ 

10月 目指す仕事の「やりがい」「大変な事」「必要な力」「キャリア」等 ２ 

11月 私たちが目指す仕事で必要なこと等 ２ 

12月 目指す仕事と企業、自己PR ２ 

1月 志望動機 ２ 

2月 期末評価、就活準備 １４ 

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 レポート提出６０％、レポート内容４０％ 

使用テキスト 

／教材 
教員作成資料 

獲得スキル 就職後のキャリアの理解 

関連科目 ホテル概論／料飲・宴会サービス実務／ホテル宿泊実務／ブライダル概論／ブライダル実務 

履修の注意点 

／その他 

就職内定をとるための授業ではなく、就職後の目標を具体化させるための授業です。 
就職活動については焦らずに、じっくりと考えましょう。 
 
※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 ホテル宿泊実務 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

宿泊業務に携わる職種の業務理解と接客スキルの習得を目標とします。ドア、ベル、フロン

トなどの役割を決め実技形式で学ぶことにより、ホテルマンとしての応対も身に付けます。

また、英語でロールプレイも行います。 

授業手法 解説、ロールプレイを繰り返し、実践の中で学習します。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 
宿泊部の仕事について、接客のサービス理論、 

ドア・ベルの業務、ホテル英会話 
８ 

11月 クローク業務 ６ 

12月 フロントの業務、宿泊英語 ４ 

1月 電話応対、クレーム対応 ８ 

2月 期末評価 ４ 

月   

月   

月   

   

   

   

     

成績評価の方法 期末試験100％ 

使用テキスト 

／教材 
教員作成資料、ホテル英会話基礎編 

獲得スキル 宿泊業務の基本知識と接客スキル、ホテル英会話 

関連科目 ホテル概論／料飲・宴会サービス実務／キャリアマネジメント 

履修の注意点 

／その他 

日本語、英語ともに声をしっかりと出して、自身を持って取り組みましょう。 
 
※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 ブライダルコーディネート 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 前川理子 ※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 

演習 2年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ホテル・ブライダル業を目指す者としての、ブライダルテーブルコーディネートについての

知識をつけ、実習を通してプランニング力やプレゼンテーション力を身につける。 

 

授業手法 テキスト、プリントを用いて講義形式の授業並びにコーディネート実習 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

8月 テーブルコーディネート基礎知識復習小テスト ２ 

9月 模擬挙式テーブルコーディネートプランニング ２ 

9月 模擬挙式テーブルコーディネート実習 ２ 

10月 和のテーブルコーディネート ２ 

11月 ブライダル小物、ペーパーアイテム ４ 

11月 ブライダルウエルカム用品 ４ 

12月 模擬挙式準備 ４ 

1月 模擬挙式準備 ６ 

2月 模擬挙式準備 ４ 

   

   

   

成績評価の方法 
①実習・発表 「30％」 ②授業への出席率・積極性 「30％」  

③プランニング表・コラージュ・レポート「40％」 

使用テキスト 
／教材 

TextBookテーブルコーディネート、配布プリント 

獲得スキル ブライダルテーブルコーディネート基礎知識 

関連科目 ブライダル概論、フローリスト技術 

履修の注意点 
／その他 

・解らない内容はそのままにせずに、質問して下さい。・実習は積極的に参加し、発言をし

て下さい。 

・ディスカッション・企画・発表を通して、人に解りやすい話し方や表現力を身に付けまし

ょう。 

 

※実務経験のある教員が担当する科目である。 



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 レストランサービス実務 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

実技 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

１年次に身に付けた技術を基にお客様に合わせたサービスの修得を目標とします。オーダー

テイクを交えロールプレイングを行いレストランサービス技能検定技能試験に臨みます。 

授業手法 
HRS一次（学科）試験合格発表時、二次試験の課題が提示される為、その後は二次（実

技）試験に向けた対策授業となる。  
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 HRS二次（実技）ベーシック対策授業 8 

5月 HRS二次（実技）ベーシック対策授業  6 

6月 HRS二次（実技）ベーシック対策授業 8 

7月 HRS二次（実技）ベーシック対策授業 8 

9月 実技試験の課題発表後（朝食又は、昼食）課題に沿った集中トレーニング 10 

10月 課題に沿った集中トレーニング 8 

11月 
課題に沿った集中トレーニング、二次（実技）試験終了後は、別課題の実技

を行う。 
8 

12月 基本作業を再確認 4 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

成績評価の方法 学期末技能試験１００％ 

使用テキスト 
／教材 

基礎からわかる レストランサービス スタンダールマニュアル 

獲得スキル HRS レストランサービス技能士３級 

関連科目 レストランサービス実務 

履修の注意点 
／その他 

１回の作業は丁寧に心がけましょう。 
※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 ブライダル概論Ⅱ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 草場 美奈子 ※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 

演習 2年 通年 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

1年次の基礎を応用し、自身でテーマ設定、ブライダルプラン二ングができることを目標と

し、完成後は発表を行います。また、勉強成果として、実際の会場で模擬ブライダルを実施

します。 

授業手法 テキストとプリントを用いて、講義後ロールプレイングで実践練習を行います。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 オリエンテーション・1年時の振り返り 2 

4月 
ウェディングプランナー打ち合わせ業務 1回目の打ち合わせ 
＊アイテム紹介 

4 

5月 
ウェディングプランナー打ち合わせ業務 2回目の打ち合わせ 
＊招待状お渡し・席次表説明・引出物説明・見積もり作成 

4 

5月 
ウェディングプランナー打ち合わせ業務 3回目の打ち合わせ 
＊アイテム発注・進行スケジュール 

2 

6月 
ウェディングプランナー打ち合わせ業務 4回目の打ち合わせ 
＊席次表、引出物記入用紙のお預かり・最終見積もり 

4 

7月 期末テスト 2 

9月 模擬ブライダルについての説明・役割分担 2 

10月 模擬ブライダル ＊挙式練習 役割ごとの仕事内容、仕事分担確認 2 

11月 模擬ブライダル ＊挙式練習・披露宴練習 4 

12月 模擬ブライダル ＊通し練習 4 

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 出席率（30％）・平常点（20％）・前期期末テスト（50％） 

使用テキスト 
／教材 

ブライダル実務／日本のウェディングプランナー／ブライダルプランナーテキスト 

獲得スキル トータルプランニング 

関連科目 ブライダルフラワー／ブライダルコーディネート 

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 食文化とレストラン 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

講義・演習 2年 通年 必修 60 2 

授業目的 
到達目標 

レストランサービス技能検定学科試験の合格を目標とします。レストランサービスに必要な

食文化や食材、ワイン、チーズ等幅広い知識を学びます。 

授業手法 授業はテキストを用いて講義・演習形式の授業となる。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 

第１章 食材、料飲等の基礎知識 食品/西洋料理に使用される主な食材/ 
一般的な西洋料理調理方法/飲料の種類及び特徴/メニュー/ 
西洋料理の食事用具・備品  

第２章 接客の基本 料飲サービスの役割/特徴/条件/資質 

6 

5月 

第３章 宴会とレストランサービス 宴会/レストラン/接客案内/注文/ 
テーブルサービス/料理の仕上げ/予約・解約/メニュー管理/料理、 
食器等の異常/一般的な救護方法/食事のサービスマナー/ 
食事の国際習慣  

第４章 食文化 食文化史と現状の食環境/食文化と食事作法/ 
西洋料理の変遷 

6 

6月 

第５章 施設管理 設備の知識/防災/設備の維持管理  
第６章 苦情対応と遺失物の取扱い 料飲サービスにおける不満、苦情 

好ましくないお客への対応/遺失物の取扱い 
6 

7月 

第７章 食品衛生及び公衆衛生 食品衛生/公衆衛生/食品衛生法  
第８章 安全衛生 労働災害/危険有害性/労働安全衛生の関する法令 
過去問題答案練習 

8 

8月 国家資格 HRSレストランサービス技能士試験受験 20 

9月 現場における食材・料飲等の基礎知識/接客の基本 4 

10月 現場における宴会とレストランサービス/食文化 4 

11月 現場における施設管理/苦情対応と遺失物の取扱い 4 

12月 現場における食品衛生及び公衆衛生/ 2 

成績評価の方法 期末試験１００％ 

使用テキスト 
／教材 

・西洋料理 料飲接遇サービス技法  ・レストランサービス スタンダードマニュアル 

獲得スキル HRSレストランサービス技能士試験取得 

関連科目 レストランサービス実務 

履修の注意点 
／その他 

料飲全般についての知識を深めながら、二次試験（実技）に向け頑張りましょう。 
※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 ブライダルフラワー 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

担当教員 田嵜節子 ※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 

装花制作の基礎技術を活用し、ブライダル装花の制作スキルの修得を目標とします。 
ブライダル特有の技術修得のため、テーブル装花、ブーケの構造や扱い方を実践で学びます。 

授業手法 テキスト、パワーポイントを使用した講義と花材を使用した授業手法です。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 ウエディングフラワーについて ４ 

4月 会場装花のイメージ定義 ４ 

4月 デザイン理論とビジュアルについて ４ 

5月 イメージ別フラワーコーディネート（実習） ４ 

6月 会場装花をデザインしよう ４ 

6月 ブライダルブーケの種類と相性 ４ 

6月 和ウエディングと日本の伝統色 ４ 

6月 花の流通とフラワービジネス ２ 

7月 ブライダルに使われる副素材とリボンについて ２ 

7月 フラワーパーツとブートニア（実習） ４ 

9月 花束の扱い方とラッピングについて（実習） ４ 

9月 ミニブーケを作ろう（実習） ４ 

9月 生花のメインテーブルを作ろう（実習） ４ 

10月 イメージに合わせて会場装花をデザインしよう  ６ 

11月 イメージに合わせてブーケをデザインしよう ６ 

12月 模擬挙式準備  

成績評価の方法 ① 出席率 ３０％ ②積極性・授業態度 ４０％ ③実習・提出物・発表 ３０％ 

使用テキスト 
／教材 

・テキスト ・はさみ ・課題にあわせた材料 ・配布プリント 

獲得スキル ブライダルフラワーの基礎知識と扱い方を修得 

関連科目 ・テーブルコーディネート ・ブライダル概論Ⅰ ・ブライダル実務 

履修の注意点 
／その他 

ホテル・ブライダル業界にとって、お花は無くてはならない重要なアイテムです。 
お花の扱い方を理解して、好きになっていただけたらと思っております。 
 
※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 ホテルマネジメント 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

講義・演習 2年 前期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

ホテル経営の継続的な健全化を図るために必要な、マネジメント業務の基本知識と管理者と

しての能力や資質のあり方を理解することが目標です。 

授業手法 テキストを用いて講義形式で学習します。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

4月 第1章：ホテル業の社会的な役割と意義 2 

4月 第2章：ホテル業の課題と将来性 4 

5月 第3章：ホテル業の経営・事業 4 

6月 第4章：ホテルの組織と人事・労務管理 4 

6月 第5章：財務・会計管理 2 

6月 第6章：営業管理 4 

6月 第7章：仕入れと施設管理 2 

7月 第8章：防災・防犯・衛生管理 2 

7月 第9章：管理者とは 4 

7月 
第10章：今後、望まれるホテルマネジメント 
期末試験 

2 

月   

月   

成績評価の方法 期末筆記試験100％ 

使用テキスト 

／教材 
ホテルマネジメント、教員作成資料 

獲得スキル マネジメント業務の基本知識 

関連科目 ホテル概論 

履修の注意点 

／その他 

1年次の基本知識が必要です。復習も兼ねて学習を継続しましょう。 
 
※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 

 

 

授業科目名 プロトコール 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 

講義・演習 2年 後期 必修 30 1 

授業目的 
到達目標 

国際儀礼を学び、賓客接遇の基本を身に付けることを目標とします。テーブル席次や国旗の

取り扱い、呼称、敬称等、数多くある国家間の取り決めを学びます。 

授業手法 知識習得のために、小テストを取り入れ進めていきます。 
時 間

数 

授業内容 

授業計画 

9月 プロトコールの基本・事例、国旗等、象徴の扱い方 6 

10月 席次・会食のプロトコール 8 

11月 
サービス実務での応用（宿泊・飲食）、正装と勲章           

異文化理解の基礎（宗教と生活習慣） 
10 

12月 異文化理解の基礎（宗教と生活習慣）、敬称（呼称）、期末試験 6 

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

月   

   

     

成績評価の方法 小テスト（4回）40％、期末筆記試験60％ 

使用テキスト 
／教材 

教員作成資料 

獲得スキル 賓客接遇のための基本知識 

関連科目 食文化とレストラン／レストランサービス実務 

履修の注意点 
／その他 

国際化が進む中で、今後さらにプロトコールの重要性は高まります。しっかり覚えましょう。 
※実務経験のある教員が担当する授業である。 



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Ⅰ 年度 2021年度 

学科／コース 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 



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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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 国際交流科 

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。 


