
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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

担当教員 杉山 三幸 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義 1年 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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

担当教員 杉山 三幸 ※時間数は45分換算 

授業形態 履修年次 履修学期 必修・選択 時間数 単位 

講義 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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 観光・ホテルブライダル科／観光ビジネスコース 

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 

 


