
分野 学科コース名 学年 科目名 時間数 内容

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 エアラインTOEIC対策Ⅰ 60

客室乗務員の経験がある教員が担当します。客室乗務員採用
試験に必須のTOEICスコアを伸ばすための授業です。問題形式
に慣れ、反復演習を行うことで、１年次の目標スコアを550点
とし、効率の良い学習を行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 客室実習Ⅰ 60

客室乗務員の経験がある教員が担当します。機内での接客業
務全般について学び、言葉遣いや立ち居振る舞いなど、実践
を通してスキルを習得します。また、保安業務の理解を深
め、責任感を高めていきます。（株）フジドリームエアライ
ンズとの連携授業を実施します。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 航空基礎知識 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。航空業界
の仕事を理解し客室乗務員として身につけておきたい専門用
語や航空機に関わる知識の習得を目標とします。併せて運航
に関わる気象やルートについても学びます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 面接対応Ⅰ 30

航空業界での経験がある教員が担当します。対面やオンライ
ン形式で実施される客室乗務員の採用面接に対応できる振る
舞いや会話術を身につけます。第一印象の好感度を上げたう
えで、自己表現力を磨きます。自己PR動画の作成も行いま
す。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 手話演習 30

手話実務経験者の教員が担当します。手話の基礎を学び、手
話検定資格の取得を目標とします。手話会話者との実践授業
を通して、知識だけではなく心の伴った手話会話ができるこ
とを目指します。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

1 エアラインマインドⅠ 30

客室乗務員の経験がある教員が担当します。客室乗務員向き
の思考回路と行動様式を学び、自分自身をその姿に近づけて
いく授業です。感性を磨き自己管理能力を身につけ、判断力
と実行力を高めます。

２０２２年度 実務経験のある教員等による授業科目の一覧
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文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 エアライン英語Ⅱ 90

客室乗務員の経験がある教員が担当します。１年次に引き続
き、TOEICスコアアップに向けた総合英語力強化を目標としま
す。アナウンス、CIQフォーム、クレーム対応など、機内での
英語表現や、お客様対応時の英語力習得も目標とします。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 面接対応Ⅱ 60

航空業界での経験がある教員が担当します。１年次の学習に
加え、個人面接、グループ面接、グループディスカッション
など様々な形式の実践的な面接対応力を身に付けることを目
標とします。また、英語面接の基本対応も学びます。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 エアライン総合実習 30

客室乗務員の経験がある教員が担当します。１年次に学んだ
基礎を踏まえ、更に専門的なイレギュラー対応、スペシャル
対応などを学びます。グランドスタッフコースとの合同授業
により航空業界の仕事の流れを総合的に学習します。

文化・教養
国際エアライン科
エアラインコース

2 ユニバーサルサービスⅡ 60

客室乗務員の経験がある教員が担当します。機内で使われる
接客手話の習得を目指します。また、サービス介助士資格を
持つ教員の指導でお手伝いが必要なお客様への対応を学びま
す。

合計
国際エアライン科
エアラインコース

1,410

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。
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文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 旅客実習Ⅰ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。搭乗カウ
ンター・ゲート・アナウンスなどの旅客ハンドリングの基礎
知識と様々な場面に対応できる判断力を演習により習得しま
す。（株）ドリームスカイ名古屋との企業連携授業を実施し
ます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 TIMⅠ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。各国のパ
スポート・ビザ・入国の際の規則についての英文をＴＩＭ
（Travel Information Manual)を使用し、読み取る力を身に
付けます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 航空基礎知識 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。航空業界
の仕事を理解し、そこで働く者にとって必須知識である専門
用語、レターコードの習得を目標とします。また、航空地理
や機体構造についても学びます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 航空予約システム演習Ⅰ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。国際線の
航空予約システムamadeusの操作習得を目標とします。空港・
航空会社コード等の基本的な検索から、フライト情報や空席
照会を学ぶことで、基本的な予約を作成するスキルを習得し
ます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1 手話Ⅰ 30

手話実務経験者の教員が担当します。手話の基礎を学び手話
検定資格の取得を目標とします。手話会話者との実践授業を
通して、知識だけではなく心の伴った手話会話ができること
を目指します。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。
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文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 TIMⅡ 60

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。１年次の
応用として、搭乗カウンターで実際にTIMATICを操作・速読
し、実践的なお客様対応力を身に付けることを目標としま
す。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 エアライン総合実習 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。１年次に
学んだ基礎を踏まえ、更に専門的なイレギュラー対応、スペ
シャル対応などを学びます。エアラインコースとの合同授業
により航空業界の仕事の流れを総合的に学習します。

文化・教養
国際エアライン科

グランドスタッフコース
2 ユニバーサルサービスⅡ 30

手話実務経験者および航空業界経験者の教員が担当します。
空港内で使われる接客手話の習得を目指します。また、サー
ビス介助士資格を持つ教員の指導でお手伝いが必要なお客様
への対応を学びます。

合計
国際エアライン科

グランドスタッフコース
1,200

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。
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文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 国内運賃料金業務 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。JR各社にお
ける運賃・料金計算手法の習得を目標とします。割引の種
類、団体計算手法や貸切バス・フェリー、国内航空運賃の種
類についても学習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 国内観光地理 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。日本国内に
おける観光資源の知識習得を目標とします。所在地・プロ
フィール・温泉・祭・名産品など、観光資源全般について学
習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 旅行業務基礎 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。旅行パンフ
レット記載事項の読解力習得を目標とします。移動手段や宿
泊施設、部屋や食事タイプなど、様々な選択肢からお客様の
求める旅行商品を的確に提案する方法を学びます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 航空予約基礎 30

旅行会社での経験がある教員が担当します。国内航空運賃・
料金の基礎知識を習得し、国内旅行業務取扱管理者試験に挑
戦します。また、航空予約演習の基礎知識として、世界の空
港・航空会社コードなど、システム操作に必須の知識も学習
します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 ツアープランニング基礎 30

旅行会社での経験がある教員が担当します。国内研修を活用
し『出かけてみる、見てみる、体験してみる』を目的としま
す。行程の作成や移動手段を調べ、実際に案内も受け持ちま
す。その中で企画の成り立ちを学習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 旅行業法規 30

旅行会社での経験がある教員が担当します。旅行業法と旅行
業約款と旅行業でのルールについて学習し、国内旅行業務取
扱管理者試験に挑戦します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 世界遺産知識 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。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習得を
目標とします。基本的な世界遺産を学習したのち、世界遺産
検定３級にもチャレンジします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 海外渡航基礎 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。海外渡航・
海外添乗業務の基礎知識習得を目標とします。海外渡航にお
ける基本的な流れと知識（都市名、都市コード、航空会社
コード、入出国、時差など）を学習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1 添乗業務演習 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。添乗業務の
基本的な流れや知識を学び、１年次に実施される海外研修を
実践の場とし、添乗員として参加学生向けに海外渡航の魅力
や注意点等を説明できることを目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。
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文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 海外観光地理 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。海外ツアー
における観光地の知識を得ることを目的とします。海外地理
検定４級にもチャレンジします。更に人気観光地周辺での観
光名所を学習し３級にもチャレンジしていきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 旅行業務応用 60

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。ツアーパン
フレットの読解の習得を完成させます。実際のお客様を想定
したロールプレイング形式を取り入れお客様対応、提案要素
を絡めて学習、実習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 アクセス実習Ⅱ 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。国際航空予
約システムにおける予約業務を習得することを目標としま
す。実際に操作しながら、海外航空便のフライト情報、空席
照会など予約操作の学習をします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 ツアープランニング演習 60

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。ツアー企画
の演習を目的とします。まずは、国内の宿泊ツアーの行程作
成演習を学習します。金額の算出についても学習します。見
学時間、移動時間の時間管理についても学習します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
2 観光ガイド手法 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。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を学
習します。市内の観光名所を観光案内ガイドと共に巡る体験
も取り入れながら学習します。

合計
観光・ホテルブライダル科

観光ビジネスコース
1,410

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。
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文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 ホテル概論 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。ホテル業界を
体系的に理解することを目標とします。知識の基礎を築くた
め、業界の歴史やホテル名、職種ごとの業務などを順序良く
学び、ホテルビ
ジネス実務検定試験にも挑戦します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 料飲・宴会サービス実務Ⅰ 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。フルコース料
理のサービス技能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、確実に実力をつけていきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 ホテル宿泊実務 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。宿泊業務に携
わる仕事の業務理解と技能習得を目標とします。ドア、ベ
ル、フロントなどの接客をロールプレイング形式で学ぶこと
により、ホテルスタッ
フとしての応対力も身に付けます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 ブライダル概論Ⅰ 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。プ
ランナーをはじめ、ブライダル業界の仕事や業務理解を目標
とします。また、挙式・披露宴の成り立ちを知るために、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。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 ブライダル実務 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。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合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。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 テーブルコーディネート 30

現役でフラワー業務、コーディネート業務を行う講師が担当
します。テーマごとのテーブルコーディネートを考え、セッ
ティングできることを目標とします。感性を磨くため、色彩
の知識や季節のコーディネートを作るな
ど、実践を交え学んでいきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1 フローリスト技術 30

現役フローリストの講師が担当します。季節の花や装花の知
識、装花制作スキルの習得を目標とします。技術の基本を身
に付けるため、花の素材や道具、生花の取り扱いなども学
び、実際に装花のデザイン・制作も行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1
ホテル・ブライダル
キャリアビジョン 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。自身のキャリ
アプランを描き、夢実現のための準備をすることが目標で
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。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。

学校法人静岡理工科大学　静岡インターナショナル・エア・リゾート専門学校
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文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 ブライダルコーディネート 30

現役でフラワー業務、コーディネート業務を行う講師が担当
します。１年次に学んだ基礎を活かし、ブライダルのコー
ディネート技術の習得を目標とします。集大成としての模擬
ブライダルでは、コーディネートやアイテムの作成なども行
います。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 レストランサービス実務 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。１年次に身に
付けた技能をもとに、お客様に合わせたサービスの習得を目
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実技試験に臨みます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 ブライダル概論Ⅱ 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。１
年次の基礎を応用し、自身でテーマ設定、プランニングがで
きることを目標とし、完成後は発表を行います。また学習の
成果として、実際の会場で模擬ブライダルを実施します。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 食文化とレストラン 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。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、チーズなど幅広
い知識を学びます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 ブライダルフラワー 60

現役フローリストの講師が担当します。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習得を目標としま
す。ブライダル特有の技術習得のため、テーブル装花、ブー
ケのデザイン・制作を実践し学びます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 ホテルマネジメント 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。ホテルをビジ
ネスとしてとらえる視点を養うことを目標とします。接客部
門以外の仕事も学び、ホテルについて一層の理解を深めま
す。またホテルの運営にも触れていきます。

文化・教養
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

2 プロトコール 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。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。

合計
観光・ホテルブライダル科
ホテル・ブライダルコース

1,500

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。
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文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 TOEIC SW I 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。英語のスピーキング能力を判定するTOEIC
SpeakingTest１００点以上の取得を目標とします。オンライ
ン学習を交えたアウトプットを軸とし、実践的な本番形式の
授業を行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 海外生活研修 60

海外および国内企業にて英会話を実務として使用していた教
員が担当します。異文化交流体験及び海外語学留学を通し
て、海外で生活ができる語学力と生活力を身につけることを
目標にします。留学前には留学英会話演習として、自己紹介
の基礎から学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 海外文化研修 60

海外および国内企業にて英会話を実務として使用していた教
員が担当します。異文化交流体験及び海外語学留学を通し
て、海外生活を快適に送るための文化理解を様々な体験を通
して身につけることを目標にします。世界の代表都市につい
て調べ、各自ガイドブックを作成します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 Communicative EnglishⅠ 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。課題解決型英会話学習と児童英会話から
選択し１・２年生合同で行います。課題解決型英会話は世界
の国々をテーマにグループワークやレポートを発表、児童英
会話は保育園での模擬授業実施を目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1 Vocational EnglishⅠ 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。様々な業界・職種の特徴やそれぞれのビ
ジネスシーンで使われる業界・職種別の英会話フレーズを習
得し、ロールプレイング形式での学習を通して理解を深め、
職業意識を高めます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。
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文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 TOEIC SWⅡ 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。１年次に引き続き、更なるハイスコア取
得を目標とします。既習の基本範例をもとに、陳述問題・留
守番電話応答問題等も新たに学び、難問にも対応出来る応用
力を身につけます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 Active EnglishⅡ 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。提案型英会話と児童英会話から選択し
１、２年生合同で行います。提案型英会話はフレーズ学習を
軸としたグループ発表、児童英会話は保育園での模擬授業実
施を目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 Drama English 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。映画・TV・新聞などから発信される最新
の英語・旬の英語の習得を目標とします。ロールプレイング
や動画制作など多角的なアウトプットを行うことで豊かな表
現力を習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 English Reading 90

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。各自の英語レベルに応じた書籍の多読を
通じ、イディオム・語彙力の強化を目標とします。読了ごと
に書籍内容の要約と感想を各自がまとめ、読書記録の蓄積を
可視化し自信に繋げます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
2 英文ドキュメント技法 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。外資系企業の就職活動にも対応できる
様、英文履歴書の作成技法習得を目指します。英文によるオ
リジナル履歴書をそれぞれのアピール材料と個性を引き出し
ながら作成します。

合計
国際コミュニケーション科

ランゲージコース
1,440

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 立居振舞い 30

接客業に従事していた教員が担当します。社会に出る前の準
備として、立ち居振る舞いと自己表現力の強化を図ります。
所作、表現力、話す力等、就職活動の基本を学び習得するこ
とを目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 Ｉ Ｃ Ｔ リテラシーⅠ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。プレゼン
テーション、文章作成、表計算など、パソコン基本ソフトを
実技レベルで学習します。また、Office365のクラウドサービ
スを活用し、通信技術利用のコミュニケーションスキルを磨
きます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 英会話Ⅰ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６段階のレベル別クラス編成で、自分自身
について英語で表現できることを目標とします。一人ひとり
が考えと意見を持つことを重視し、タスクベースのアクティ
ビティを行います。
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文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 英語検定Ⅰ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの早期取得を目標とします。総合的な英語力育成のた
め、講義と併せアウトプットの活動も並行して行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 マナー・接遇Ⅰ 90

接客業に従事していた教員が担当します社会人としてのマ
ナーや接客対応の考え方を学び必要な資質を身につける事を
目標とします。また、サービス接遇検定や日本語検定取得を
めざして検定対策授業も行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 ボイストレーニングⅠ 30

司会業務経験者の教員が担当します。自分の声を知り、声の
コントロール法を習得することを目標とします。発声・呼
吸・滑舌を軸に自分の声を自覚し、磨き鍛えることを学習し
ます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 イメージアップⅠ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。清潔感の
ある身だしなみを基本として、ヘアメイク・スキンケア等、
メイクの基本を学びます。セルフブランディングに基づき業
界に応じたイメージアップを目標とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 第二外国語Ⅰ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。英語以外の外国語として、中
国語または韓国語を選択し、文字や発音などの基礎から学び
ます。将来の職業を想定し、接客に活かせる会話文を実践的
に習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 ゲストサービスⅠ 30

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。ケーススタディを軸に、ゲストサービスに於けるホス
ピタリティについての在り方や理解を深めます。型に捉われ
ない豊かな発想力向上を目的とし、ロールプレイングも積極
的に行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 表現技法基礎 30

司会業務経験者の教員が担当します。TPOに応じた、幅広い表
現力の習得を目的とし、お客様の耳だけでなく心に届く声、
伝わる表現力を磨きます。発声の基本からオリジナル原稿の
作り方、読み方、早口言葉のトレーニングまで多角的に学び
ます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 コンシェルジュⅠ 60

コンシェルジュ専門企業にて教育育成に従事する講師が担当
します。コンシェルジュに必要な基本マナー、社会常識や業
務知識・技能の習得を目標とします。毎授業のロールプレイ
ングを通し「知識」のみならず、「自ら考える」事を念頭に
学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 ホスピタリティマインド概論 30

現役で接客業に従事する講師が担当します。ホスピタリティ
の基本的な知識と判断力を検定試験を通じ習得することを目
標とします。毎回小テストを実施し理解を深め、検定取得に
必要なホスピタリティマインドを学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1 プレゼンテーション 30

司会業務経験者の教員が担当します。ご案内スキルを向上さ
せるために、人前で話すこと、情報をまとめることの考え方
を学び、実践できる基礎の習得を目標とします。課題と手法
を示し原稿作成・発表を基本とします。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 パソコン演習Ⅱ 60

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。パソコン
の幅広い使い方を習得することを目的とします。前半は、
Excel検定に挑戦します。後半は、より機能的にWordを利用
し、レポート作成に必要な手法を実習を通して習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 英会話Ⅱ 60

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。１年次の応用として、より高度な語彙を使
い、会話の展開が出来る力の育成を目標とします。毎授業、
異なったテーマでそれに基づいた会話の実践をペア・グルー
プワークで学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 英語検定Ⅱ 120

海外および国内企業において英会話を実務で使用していた教
員が担当します。６クラス編成によりそれぞれが目指す級、
スコアの取得と更新を目標とします。出題傾向を掴み、英語
の運用能力を身に付けるため、４技能を意識した反復練習を
行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 サービス接遇Ⅱ 90

接客業に従事していた教員が担当します。社会人としてのマ
ナーや接客時に心掛けなければならないことを引き続き学習
します。資格としてビジネス実務マナー検定や文書検定、
サービス接遇検定の上級合格を目標とします。
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文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 ボイストレーニングⅡ 30

司会業務経験者の教員が担当します。的確に声のコントロー
ルが出来ることを目標とします。１年次に習得したことを強
化し、応用編として好感が持てる声を目指してトレーニング
を行います。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 イメージアップⅡ 30

美容業界等での実務経験のある教員が担当します。１年次に
引き続き、全身のイメージアップを目標に色彩（カラーコー
ディネート）を学び、自身を更に輝かせるためのブラッシュ
アップを行います。※男子と女子では授業の実施内容が異な
ります。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 第二外国語Ⅱ 60

海外および国内企業において中国語または韓国語を実務で使
用していた教員が担当します。１年次に引き続き中国語また
は韓国語を選択し、ビジネスや接客の場面で使われる会話力
をロールプレイ形式でさらに深めていきます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 テーマパークⅡ 60

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。接客の現場をより意識した知識の応用を目指します。
ロールプレイングを中心に行い、テーマパークの観点から、
おもてなしの心とゲストサービスの在り方を学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 アナウンス実践 30

司会業務経験者の教員が担当します。発声の基本を強化し、
声によるその場に応じた応用力と表現力の習得を目標としま
す。テーマパークなどアトラクションのスピールを通して好
感度の高いアナウンスを学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 華道 30

フラワービジネス経験者の教員が担当します。日本の伝統美
術である和の華道と洋のフラワーアレンジメント両方の基礎
技術習得を目標とします。場面や相手に応じ、必要性に合わ
せたご提案方法についても学びます。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 コンシェルジュⅡ 60

コンシェルジュ専門企業にて教育育成に従事する講師が担当
します。臨機応変な状況判断と即時即決を可能にするため
の、現場に即した対応力育成を目指します。討論とロールプ
レイングで、魅力的な提案力と確かな説得力を習得します。

文化・教養
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
2 インフォメーションデザイン 60

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。接客サービスにおいて、お客様が求める情報を迅速且
つ的確に提供するために、どのような準備をすれば良いかを
学び、自分に合ったスタイルの確立を目標とします。

合計
国際コミュニケーション科

コンシェルジュコース
1,350

文化・教養 国際交流科 1 マナー・接遇 60

接客業に従事していた教員が担当します。本校の基本教育で
あるマナーを理解し、身嗜みや立ち居振る舞いの強化を図り
ます。そして、後期にはサービス接遇検定準１級ロールプレ
イング試験に臨みます。

文化・教養 国際交流科 2 パソコン演習Ⅰ 90

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。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、Excelで計算やグラフの入った表作成、Wordでさまざ
まなビジネス文書作成を習得していきます。

文化・教養 国際交流科 2 文化選択（日本文化研究Ⅱ） 90

接客業に従事していた教員が担当します。日本の文化として
のサービスマナーを体得し、サービスマインドを持てるよう
になることを目的とします。そして、サービス接遇検定３級
の合格を目指します。

文化・教養 国際交流科 3 パソコン演習Ⅱ 90

企業での事務系実務経験のある教員が担当します。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
のスキルを習得し、資格取得を目指します。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。

文化・教養 国際交流科 2 エアラインTOEIC対策Ⅰ 60

客室乗務員の経験がある教員が担当します。客室乗務員採用
試験に必須のTOEICスコアを伸ばすための授業です。問題形式
に慣れ、反復演習を行うことで、１年次の目標スコアを550点
とし、効率の良い学習を行います。
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文化・教養 国際交流科 2 客室実習Ⅰ 60

客室乗務員の経験がある教員が担当します。機内での接客業
務全般について学び、言葉遣いや立ち居振る舞いなど、実践
を通してスキルを習得します。また、保安業務の理解を深
め、責任感を高めていきます。（株）フジドリームエアライ
ンズとの連携授業を実施します。

文化・教養 国際交流科 2 航空基礎知識 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。航空業界
の仕事を理解し客室乗務員として身につけておきたい専門用
語や航空機に関わる知識の習得を目標とします。併せて運航
に関わる気象やルートについても学びます。

文化・教養 国際交流科 2 面接対応Ⅰ 30

航空業界での経験がある教員が担当します。対面やオンライ
ン形式で実施される客室乗務員の採用面接に対応できる振る
舞いや会話術を身につけます。第一印象の好感度を上げたう
えで、自己表現力を磨きます。自己PR動画の作成も行いま
す。

文化・教養 国際交流科 2 手話演習 30

手話実務経験者の教員が担当します。手話の基礎を学び、手
話検定資格の取得を目標とします。手話会話者との実践授業
を通して、知識だけではなく心の伴った手話会話ができるこ
とを目指します。

文化・教養 国際交流科 2 エアラインマインドⅠ 30

客室乗務員の経験がある教員が担当します。客室乗務員向き
の思考回路と行動様式を学び、自分自身をその姿に近づけて
いく授業です。感性を磨き自己管理能力を身につけ、判断力
と実行力を高めます。

文化・教養 国際交流科 2 旅客実習Ⅰ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。搭乗カウ
ンター・ゲート・アナウンスなどの旅客ハンドリングの基礎
知識と様々な場面に対応できる判断力を演習により習得しま
す。（株）ドリームスカ
イ名古屋との企業連携授業を実施します。

文化・教養 国際交流科 2 TIMⅠ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。各国のパ
スポート・ビザ・入国の際の規則についての英文をＴＩＭ
（Travel Information Manual)を使用し、読み取る力を身に
付けます。

文化・教養 国際交流科 2 航空基礎知識 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。航空業界
の仕事を理解し、そこで働く者にとって必須知識である専門
用語、レターコードの習得を目標とします。また、航空地理
や機体構造についても学びます。

文化・教養 国際交流科 2 航空予約システム演習Ⅰ 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。国際線の
航空予約システムamadeusの操作習得を目標とします。空港・
航空会社コード等の基本的な検索から、フライト情報や空席
照会を学ぶことで、基本的な予約を作成するスキルを習得し
ます。

文化・教養 国際交流科 2 手話Ⅰ 30

手話実務経験者の教員が担当します。手話の基礎を学び手話
検定資格の取得を目標とします。手話会話者との実践授業を
通して、知識だけではなく心の伴った手話会話ができること
を目指します。

文化・教養 国際交流科 2 国内運賃料金業務 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。JR各社にお
ける運賃・料金計算手法の習得を目標とします。割引の種
類、団体計算手法や貸切バス・フェリー、国内航空運賃の種
類についても学習します。

文化・教養 国際交流科 2 国内観光地理 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。日本国内に
おける観光資源の知識習得を目標とします。所在地・プロ
フィール・温泉・祭・名産品など、観光資源全般について学
習します。

文化・教養 国際交流科 2 旅行業務基礎 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。旅行パンフ
レット記載事項の読解力習得を目標とします。移動手段や宿
泊施設、部屋や食事タイプなど、様々な選択肢からお客様の
求める旅行商品を的確に提案する方法を学びます。

文化・教養 国際交流科 2 航空予約基礎 30

旅行会社での経験がある教員が担当します。国内航空運賃・
料金の基礎知識を習得し、国内旅行業務取扱管理者試験に挑
戦します。また、航空予約演習の基礎知識として、世界の空
港・航空会社コードなど、システム操作に必須の知識も学習
します。
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文化・教養 国際交流科 2 ツアープランニング基礎 30

旅行会社での経験がある教員が担当します。国内研修を活用
し『出かけてみる、見てみる、体験してみる』を目的としま
す。行程の作成や移動手段を調べ、実際に案内も受け持ちま
す。その中で企画の成り立ちを学習します。

文化・教養 国際交流科 2 旅行業法規 30
旅行会社での経験がある教員が担当します。旅行業法と旅行
業約款と旅行業でのルールについて学習し、国内旅行業務取
扱管理者試験に挑戦します。

文化・教養 国際交流科 2 世界遺産知識 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。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習得を
目標とします。基本的な世界遺産を学習したのち、世界遺産
検定３級にもチャレンジします。

文化・教養 国際交流科 2 海外渡航基礎 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。海外渡航・
海外添乗業務の基礎知識習得を目標とします。海外渡航にお
ける基本的な流れと知識（都市名、都市コード、航空会社
コード、入出国、時差など）を学習します。

文化・教養 国際交流科 2 添乗業務演習 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。添乗業務の
基本的な流れや知識を学び、１年次に実施される海外研修を
実践の場とし、添乗員として参加学生向けに海外渡航の魅力
や注意点等を説明できることを目標とします。

文化・教養 国際交流科 2 ホテル概論 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。ホテル業界を
体系的に理解することを目標とします。知識の基礎を築くた
め、業界の歴史やホテル名、職種ごとの業務などを順序良く
学び、ホテルビ
ジネス実務検定試験にも挑戦します。

文化・教養 国際交流科 2 料飲・宴会サービス実務Ⅰ 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。フルコース料
理のサービス技能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、確実に実力をつけていきます。

文化・教養 国際交流科 2 ホテル宿泊実務 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。宿泊業務に携
わる仕事の業務理解と技能習得を目標とします。ドア、ベ
ル、フロントなどの接客をロールプレイング形式で学ぶこと
により、ホテルスタッフとしての応対力も身に付けます。

文化・教養 国際交流科 2 ブライダル概論Ⅰ 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。プ
ランナーをはじめ、ブライダル業界の仕事や業務理解を目標
とします。また、挙式・披露宴の成り立ちを知るために、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。

文化・教養 国際交流科 2 ブライダル実務 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。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合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。

文化・教養 国際交流科 2 テーブルコーディネート 30

現役でフラワー業務、コーディネート業務を行う講師が担当
します。テーマごとのテーブルコーディネートを考え、セッ
ティングできることを目標とします。感性を磨くため、色彩
の知識や季節のコーディネートを作るなど、実践を交え学ん
でいきます。

文化・教養 国際交流科 2 フローリスト技術 30

現役フローリストの講師が担当します。季節の花や装花の知
識、装花制作スキルの習得を目標とします。技術の基本を身
に付けるため、花の素材や道具、生花の取り扱いなども学
び、実際に装花のデザイン・制作も行います。

文化・教養 国際交流科 2
ホテル・ブライダル
キャリアビジョン 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。自身のキャリ
アプランを描き、夢実現のための準備をすることが目標で
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。

文化・教養 国際交流科 2 TOEIC SW I 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。英語のスピーキング能力を判定するTOEIC
SpeakingTest１００点以上の取得を目標とします。オンライ
ン学習を交えたアウトプットを軸とし、実践的な本番形式の
授業を行います。
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文化・教養 国際交流科 2 海外生活研修 60

海外および国内企業にて英会話を実務として使用していた教
員が担当します。異文化交流体験及び海外語学留学を通し
て、海外で生活ができる語学力と生活力を身につけることを
目標にします。留学前には留学英会話演習として、自己紹介
の基礎から学びます。

文化・教養 国際交流科 2 海外文化研修 60

海外および国内企業にて英会話を実務として使用していた教
員が担当します。異文化交流体験及び海外語学留学を通し
て、海外生活を快適に送るための文化理解を様々な体験を通
して身につけることを目標にします。世界の代表都市につい
て調べ、各自ガイドブックを作成します。

文化・教養 国際交流科 2 Communicative EnglishⅠ 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。課題解決型英会話学習と児童英会話から
選択し１・２年生合同で行います。課題解決型英会話は世界
の国々をテーマにグループワークやレポートを発表、児童英
会話は保育園での模擬授業実施を目標とします。

文化・教養 国際交流科 2 Vocational EnglishⅠ 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。様々な業界・職種の特徴やそれぞれのビ
ジネスシーンで使われる業界・職種別の英会話フレーズを習
得し、ロールプレイング形式での学習を通して理解を深め、
職業意識を高めます。

文化・教養 国際交流科 2 ゲストサービスⅠ 30

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。ケーススタディを軸に、ゲストサービスに於けるホス
ピタリティについての在り方や理解を深めます。型に捉われ
ない豊かな発想力向上を目的とし、ロールプレイングも積極
的に行います。

文化・教養 国際交流科 2 表現技法基礎 30

司会業務経験者の教員が担当します。TPOに応じた、幅広い表
現力の習得を目的とし、お客様の耳だけでなく心に届く声、
伝わる表現力を磨きます。発声の基本からオリジナル原稿の
作り方、読み方、早口言葉のトレーニングまで多角的に学び
ます。

文化・教養 国際交流科 2 コンシェルジュⅠ 60

コンシェルジュ専門企業にて教育育成に従事する講師が担当
します。コンシェルジュに必要な基本マナー、社会常識や業
務知識・技能の習得を目標とします。毎授業のロールプレイ
ングを通し「知識」のみならず、「自ら考
える」事を念頭に学びます。

文化・教養 国際交流科 2 ホスピタリティマインド概論 30

現役で接客業に従事する講師が担当します。ホスピタリティ
の基本的な知識と判断力を検定試験を通じ習得することを目
標とします。毎回小テストを実施し理解を深め、検定取得に
必要なホスピタリティマインドを学びます。

文化・教養 国際交流科 2 プレゼンテーション 30

司会業務経験者の教員が担当します。ご案内スキルを向上さ
せるために、人前で話すこと、情報をまとめることの考え方
を学び、実践できる基礎の習得を目標とします。課題と手法
を示し原稿作成・発表を基本とします。

文化・教養 国際交流科 3 エアライン英語Ⅱ 90

客室乗務員の経験がある教員が担当します。１年次に引き続
き、TOEICスコアアップに向けた総合英語力強化を目標としま
す。アナウンス、CIQフォーム、クレーム対応など、機内での
英語表現や、お客様対応時の英語力習得も目標とします。

文化・教養 国際交流科 3 面接対応Ⅱ 60

航空業界での経験がある教員が担当します。１年次の学習に
加え、個人面接、グループ面接、グループディスカッション
など様々な形式の実践的な面接対応力を身に付けることを目
標とします。また、英語面接の基本対応も学びます。

文化・教養 国際交流科 3 エアライン総合実習 30

客室乗務員の経験がある教員が担当します。１年次に学んだ
基礎を踏まえ、更に専門的なイレギュラー対応、スペシャル
対応などを学びます。グランドスタッフコースとの合同授業
により航空業界の仕事の流れを総合的に学習します。

文化・教養 国際交流科 3 ユニバーサルサービスⅡ 30

客室乗務員の経験がある教員が担当します。機内で使われる
接客手話の習得を目指します。また、サービス介助士資格を
持つ教員の指導でお手伝いが必要なお客様への対応を学びま
す。

文化・教養 国際交流科 3 TIMⅡ 60

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。１年次の
応用として、搭乗カウンターで実際にTIMATICを操作・速読
し、実践的なお客様対応力を身に付けることを目標としま
す。
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文化・教養 国際交流科 3 エアライン総合実習 30

グランドスタッフの経験がある教員が担当します。１年次に
学んだ基礎を踏まえ、更に専門的なイレギュラー対応、スペ
シャル対応などを学びます。エアラインコースとの合同授業
により航空業界の仕事の流れを総合的に学習します。

文化・教養 国際交流科 3 ユニバーサルサービスⅡ 30

手話実務経験者および航空業界経験者の教員が担当します。
空港内で使われる接客手話の習得を目指します。また、サー
ビス介助士資格を持つ教員の指導でお手伝いが必要なお客様
への対応を学びます。

文化・教養 国際交流科 3 海外観光地理 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。海外ツアー
における観光地の知識を得ることを目的とします。海外地理
検定４級にもチャレンジします。更に人気観光地周辺での観
光名所を学習し３級にもチャレンジしていきます。

文化・教養 国際交流科 3 旅行業務応用 60

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。ツアーパン
フレットの読解の習得を完成させます。実際のお客様を想定
したロールプレイング形式を取り入れお客様対応、提案要素
を絡めて学習、実習します。

文化・教養 国際交流科 3 アクセス実習Ⅱ 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。国際航空予
約システムにおける予約業務を習得することを目標としま
す。実際に操作しながら、海外航空便のフライト情報、空席
照会など予約操作の学習をします。

文化・教養 国際交流科 3 ツアープランニング演習 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。ツアー企画
の演習を目的とします。まずは、国内の宿泊ツアーの行程作
成演習を学習します。金額の算出についても学習します。見
学時間、移動時間の時間管理についても学習します。

文化・教養 国際交流科 3 観光ガイド手法 30

旅行会社での勤務経験がある教員が担当します。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を学
習します。市内の観光名所を観光案内ガイドと共に巡る体験
も取り入れながら学習します。

文化・教養 国際交流科 3 ブライダルコーディネート 30

現役でフラワー業務、コーディネート業務を行う講師が担当
します。１年次に学んだ基礎を活かし、ブライダルのコー
ディネート技術の習得を目標とします。集大成としての模擬
ブライダルでは、コーディネートやアイテムの作成なども行
います。

文化・教養 国際交流科 3 レストランサービス実務 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。１年次に身に
付けた技能をもとに、お客様に合わせたサービスの習得を目
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実技試験に臨みます。

文化・教養 国際交流科 3 ブライダル概論Ⅱ 30

ウエディングプランナーの経験がある教員が担当します。１
年次の基礎を応用し、自身でテーマ設定、プランニングがで
きることを目標とし、完成後は発表を行います。また学習の
成果として、実際の会場で模擬ブライダルを実施します。

文化・教養 国際交流科 3 食文化とレストラン 60

ホテル業界での経験がある教員が担当します。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、チーズなど幅広
い知識を学びます。

文化・教養 国際交流科 3 ブライダルフラワー 60

現役フローリストの講師が担当します。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習得を目標としま
す。ブライダル特有の技術習得のため、テーブル装花、ブー
ケのデザイン・制作を実践し学びます。

文化・教養 国際交流科 3 ホテルマネジメント 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。ホテルをビジ
ネスとしてとらえる視点を養うことを目標とします。接客部
門以外の仕事も学び、ホテルについて一層の理解を深めま
す。またホテルの運営にも触れていきます。

文化・教養 国際交流科 3 プロトコール 30

ホテル業界での経験がある教員が担当します。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。
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文化・教養 国際交流科 3 TOEIC SWⅡ 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。１年次に引き続き、更なるハイスコア取
得を目標とします。既習の基本範例をもとに、陳述問題・留
守番電話応答問題等も新たに学び、難問にも対応出来る応用
力を身につけます。

文化・教養 国際交流科 3 Active EnglishⅡ 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。提案型英会話と児童英会話から選択し
１、２年生合同で行います。提案型英会話はフレーズ学習を
軸としたグループ発表、児童英会話は保育園での模擬授業実
施を目標とします。

文化・教養 国際交流科 3 Drama English 60

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。映画・TV・新聞などから発信される最新
の英語・旬の英語の習得を目標とします。ロールプレイング
や動画制作など多角的なアウトプットを行うことで豊かな表
現力を習得します。

文化・教養 国際交流科 3 English Reading 90

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。各自の英語レベルに応じた書籍の多読を
通じ、イディオム・語彙力の強化を目標とします。読了ごと
に書籍内容の要約と感想を各自がまとめ、読書記録の蓄積を
可視化し自信に繋げます。

文化・教養 国際交流科 3 英文ドキュメント技法 30

外国籍の客船乗務員および英会話スクール講師の経験がある
教員が担当します。外資系企業の就職活動にも対応できる
様、英文履歴書の作成技法習得を目指します。英文によるオ
リジナル履歴書をそれぞれのアピール材料と個性を引き出し
ながら作成します。

文化・教養 国際交流科 3 テーマパークⅡ 60

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。接客の現場をより意識した知識の応用を目指します。
ロールプレイングを中心に行い、テーマパークの観点から、
おもてなしの心とゲストサービスの在り方を学びます。

文化・教養 国際交流科 3 アナウンス実践 30

司会業務経験者の教員が担当します。発声の基本を強化し、
声によるその場に応じた応用力と表現力の習得を目標としま
す。テーマパークなどアトラクションのスピールを通して好
感度の高いアナウンスを学びます。

文化・教養 国際交流科 3 華道 30

フラワービジネス経験者の教員が担当します。日本の伝統美
術である和の華道と洋のフラワーアレンジメント両方の基礎
技術習得を目標とします。場面や相手に応じ、必要性に合わ
せたご提案方法についても学びます。

文化・教養 国際交流科 3 コンシェルジュⅡ 60

コンシェルジュ専門企業にて教育育成に従事する講師が担当
します。臨機応変な状況判断と即時即決を可能にするため
の、現場に即した対応力育成を目指します。討論とロールプ
レイングで、魅力的な提案力と確かな説得力を習得します。

文化・教養 国際交流科 3 インフォメーションデザイン 60

テーマパークでキャストとして勤務経験のある教員が担当し
ます。接客サービスにおいて、お客様が求める情報を迅速且
つ的確に提供するために、どのような準備をすれば良いかを
学び、自分に合ったスタイルの確立を目標とします。

合計 国際交流科 3,000
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