


2021 年度 夜間部 1年 エアライン科 

 

進級・卒業基準単位 

 
各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 



2021 年度 夜間部 1年 デュアル科エアラインコース 

 

進級・卒業基準単位 

 

各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 



2021 年度 夜間部 1年 ホテル科 

 

進級・卒業基準単位 

 
各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 



2021 年度 夜間部 1年 デュアル科ホテルコース 

 

進級・卒業基準単位 

 

各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 



2021 年度 夜間部 1年 ブライダル科 

 

進級・卒業基準単位 

 
各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 

 



2021 年度 夜間部 1年 テーマパーク科 

 

進級・卒業基準単位 

 
各期全単位を取得すること。 

 

履修科目・単位一覧 

 

 







 

シラバス（授業計画） 

科目名 キャリアデザインⅠ 科目区分 共通一般科目 

対象 夜間部全科・デュアル科全コース 授業形式 講義・演習 

実施期 1 年 前期 単位数 前期 ：1 単位  時間数 前期 ： 15 時間 

担当 

就職担当 

実務経験 ： 有 ・ 無   

授業概要 
専門学校への入学は、就職を大前提とした各人の進路を見出すことが大きな意義である。後期からスタ
ートする就職活動の準備や必要事項を学び、演習を通じて就職活動本番で結果を出せるように自信をつ
けられる授業とします。また個々の進行に応じ個別にバックアップ、内定に向けサポートしていきます。 

到達目標 

１、社会人へのステップに繋がる職業人としての基礎知識とマインドを身につける。 

２、就職活動の基本的な考え方を理解し、実践に備える。 
３、内定を勝ち取るためのあらゆる準備を進め、就職活動を通じて社会で通用する人材を目指す。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

 

授業計画 

【就職活動準備】 
 前年度実績を含めた就職活動の流れ、就活サイト登録と使用方法。 
 前年度求人状況、身嗜みについて、第一印象の重要性。 
 
【働くとは？】 
 自分に合った職種、企業の選び方、雇用形態、社会保険について。 
 
【自己PR、志望動機作成】 
 自己分析の目的、過去から現在の自分の分析、将来の自分について考える。 
 ジョハリの窓、他己分析、自己 PR 作成、志望動機作成のポイント 
 企業研究方法 
 
【書類作成】 
 履歴書・ES の作成方法、先輩の履歴書や ES に学ぶ、模擬履歴書作成 

成績評価 
方法 

 
期末試験の得点ならびに出席率がメインとなります。平常点は就職活動(進路活動)の取り組む姿勢、 
授業態度、提出物などが評価基準です。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験85 点以上 かつ 出席率90％以上、平常点優 
Ｂ：評価試験65 点以上 かつ 出席率80％以上、平常点良 
Ｃ：評価試験40 点以上 かつ 出席率60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験40 点未満、出席率60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 キャリアデザインⅡ 科目区分 共通一般科目 

対象 夜間部全科・デュアル科全コース 授業形式 講義・演習 

実施期 1 年 後期 単位数 後期 ：3 単位  時間数 後期 ：45 時間  

担当 

就職担当 

実務経験 ： 有 ・ 無   

授業概要 

この授業では実際の就職活動を想定とした面接演習・グループディスカッション演習や 

観光業界企業の人事の方から現在の就職活動状況や求める人材などを講義頂き、 

より実践的な内容を学んでいきます。 
また就職後に必要な社会保障制度や税金など社会人として必要な知識を身に着けます。 

到達目標 
・業界人講話、面接演習、グループディスカッション就職活動を学生自身で行動できる力を身に着ける。 
・社会保障制度や税金など社会人として必要な知識を身に着ける。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

「就職活動テキスト MY CAREER NOTEⅢ」 （ベネッセ i-キャリア） 1,573 円 

授業計画 

【企業研修】 
 観光業界企業人講話。 求められる人物像。企業概要説明、採用の流れ。 
 
【模擬面接】 
 入室の仕方、大気姿勢、面接態度等の実技演習 
 長所・短所・志望動機の表現 
 
【グループワーク対策】 
 グループワーク試験とは？ グループディスカッションとは？ 
 グループディスカッションのポイント講座。 実技演習。 
 
【社会保障制度講座】 
 税金の仕組み。求人票内での福利厚生制度の見方、社会保障制度の仕組み。 
 
【エントリー対策】 
 履歴書・ES の作成方法、先輩の履歴書や ES から学ぶ自己PR、志望動機作成対策 
 
【就職試験対策 ～筆記～】 
 小論文演習、SPI 対策と模擬試験演習 

成績評価 
方法 

 
期末試験の得点ならびに出席率がメインとなります。平常点は就職活動(進路活動)の取り組む姿勢、 
授業態度、提出物などが評価基準です。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験85 点以上 かつ 出席率90％以上、平常点優 
Ｂ：評価試験65 点以上 かつ 出席率80％以上、平常点良 
Ｃ：評価試験40 点以上 かつ 出席率60％以上、平常点可 
Ｄ：評価試験40 点未満、出席率60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 

































 

シラバス（授業計画） 

科目名 Airline English Ⅰ･Ⅱ 科目区分 専門科目 

対象 夜間部エアライン科、デュアル科エアラインコース 授業形式 講義・演習 

実施期 １年 前期 後期 単位数 
前期 ： １単位 
後期 ： １単位 

時間数 
前期 ： １５時間 
後期 ： １５時間 

担当 

古内 洋一 

実務経験 有 ・ 無   JAL の国際線パーサーとして、その国際線すべての路線の乗務経験有り。 

授業概要 
エアラインで使用される専門用語を含む英語を理解し、英語で表現できるようにする。 
客室業務、グランドハンドリング、カーゴエア業務等に対処可能な英語表現を学ぶ。 

到達目標 英語を話す外国人からの挨拶、要望、質問等を正しく理解し、親切で丁寧な応対が出来るようになること。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

学校教材「Airline English」、及び 必要な資料を適宜プリント配布 

授業計画 

前期（Total １５時間） 
１． At the check-in counter 

① Free baggage allowance 
② Final destination 
③ Customs, Immigration, Quarantine 
④ Baggage claim tag, Boarding pass 
⑤ Main cities, and main airports (3 letter code) 
⑥ Restricted and dangerous items 
⑦ Security check 
⑧ Seat assignment 

後期（Total １５時間） 
２． Conversation  

① At security 
② At duty free shops 
③ At the boarding gate 
④ How to make an announcement 
⑤ Cabin service (liquor, meal, duty free items, etc.) 
⑥ 前期・後期 Review 

 

成績評価 
方法 

出席率、期末試験、授業参加意欲で評価 

成績評価 
基準 

A:  出席率 ８０％以上  期末試験 ８０点以上  平常点 優 
B:  出席率 ７０％以上  期末試験 ７０点以上  平常点 良 
C:  出席率 ６０％以上  期末試験 ６０点以上  平常点 可 
D:  出席率 ６０％未満  期末試験 ５９点以下  平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

エアライン及びエアポートで働く際には英語によるコミュニケーション能力が欠かせない。 
必要な専門用語を学びながら、外国人との英会話がスムーズに出来るように努力して欲しい。 

 

 

 









 

シラバス（授業計画） 

 

科目名 業界ガイド 科目区分 専門科目 

対象 夜間部エアライン科、デュアル科エアラインコース 授業形式 講義 

実施期 1 年 前期 単位数 前期 ： 1 単位 時間数 前期 ： 15 時間 

担当 

北原 多英美 

実務経験 ： 有 ・ 無  エアライン業界にてグランドスタッフとして 6 年間の実務経験あり 

授業概要 
航空業界の基本的な事柄について幅広く学びます。 
憧れやイメージだけで、「なんとなく空港で働きたい」と思っているだけでは、厳しい競争に勝ち残れません。「航空
業界でこの仕事をしたい。」と具体的な目標を持つための知識を身に付けます。 

到達目標 
主な職種について学び、航空業界に対する知識と関心を持つ 
航空業界における具体的な業務内容を学び、就職活動への足掛かりとする 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

適宜プリント配布 

授業計画 

 
【空港での仕事】 
空港での仕事について 
 
【グランドスタッフの業務 】 
グランドスタッフの仕事内容 
搭乗手続き～搭乗ゲートまで  
旅客の流れとスタッフの流れ  
 
【航空業界の基礎知識】 
空港の基礎知識 
PHONETIC ALPHABET 
 
【旅客ハンドリング用語と略語】 
専門用語と略語、表記の仕方 

 

成績評価 
方法 

 

下記評価基準に基づく 
 

成績評価 
基準 

A：評価試験80 点以上かつ出席率80％以上、平常点優  
B：評価試験60 点以上かつ出席率70％以上、平常点良 
C：評価試験 40 点以上かつ出席率60％以上、平常点可 
D：評価試験40 点未満、出席率 60％未満、平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 









 

シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部 ﾎﾃﾙ科・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科・ｴｱﾗｲﾝ科・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ科 授業形式 実習 

実施期 1 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 後期 ： 120 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間】 
Ｒ：実習修了時間 120 時間以上  
D：実習修了時間 120 時間未満 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部デュアル科全コース 授業形式 実習 

実施期 1 年 前期・後期  単位数 
前期 ： 7 単位 
後期 ： 7 単位 

時間数 
前期 ： 210 時間 
後期 ： 210 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間（デュアル科）】 
Ｒ：実習修了時間 420 時間以上  
D：実習修了時間 420 時間未満 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 















 

シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部 ﾎﾃﾙ科・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科・ｴｱﾗｲﾝ科・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ科 授業形式 実習 

実施期 1 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 後期 ： 120 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間】 
Ｒ：実習修了時間 120 時間以上  
D：実習修了時間 120 時間未満 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 



 

シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部デュアル科全コース 授業形式 実習 

実施期 1 年 前期・後期  単位数 
前期 ： 7 単位 
後期 ： 7 単位 

時間数 
前期 ： 210 時間 
後期 ： 210 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間（デュアル科）】 
Ｒ：実習修了時間 420 時間以上  
D：実習修了時間 420 時間未満 

 
学生へのメッセージ 

 

 

 

 













 

シラバス（授業計画） 

科目名 フラワー技能実務Ⅰ 科目区分 専門科目 

対象 夜間部ブライダル科 授業形式 講義・演習 

実施期 1 年 後期 単位数 後期 ： 1 単位 時間数 後期 ： 15 時間 

担当 

渡邉 るり子 

実務経験 ： 有 ・ 無 
ホテル館内装飾・ブライダルフローリストとして実務経験25 年以上 
フラワーショップ経営 

授業概要 フローリストの手がけている館内装飾から宴会・ウェディング装飾など基本的な知識と仕組みを学んでいきます 

到達目標 館内装飾やウェディング装飾の基本を理解し説明と補助ができるようになる 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称： 

教科書 
教材 

なし・コピーで対応 

授業計画 

 
【フローリストの仕事について】  
フローリストの仕事内容・道具・市場のしくみ、フラワーデザイナーとフラワー装飾技能士ついての講義 
水揚げ方法の演習 
 
【館内装飾について】 
季節感ある花材を使った装飾の由来（四季折々・お正月・お節句・ハロウィン・クリスマスなど） 
観葉植物の管理などの講義 
 
【基本アイテムの演習】 
リボンワーク・生花のミニブーケを束ねてラッピング・コサージ作り 
ウェディングブーケのステムリボンなどを実践にて制作 
 
【ウェディングに使うお花と保存方法】 
ウェディングブーケの由来とブートニア ブーケトス・フラワーシャワーとリボンワンズ 
Something four  ドライフラワー加工とアレンジの講義と制作 
 
（2 年生で制作するウェルカムボードとウェディングブーケの花材選び） 
 

成績評価 
方法 

出席状況・期末試験 
授業態度・参加意欲 
作品期限内提出・完成度 

成績評価 
基準 

A：期末試験85 点以上 作品期限内提出・完成度100％   出席率90％以上、平常点 優  
B：期末試験70 点以上 作品期限内提出・完成度100％   出席率80％以上、平常点 良 
C：期末試験 60 点以上 作品期限内提出・完成度80％以上、出席率60％以上、平常点 可 
D：期末試験59 点以下 作品期限内提出・完成度60％未満、出席率60％未満、平常点 不可 
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シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部 ﾎﾃﾙ科・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科・ｴｱﾗｲﾝ科・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ科 授業形式 実習 

実施期 1 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 後期 ： 120 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間】 
Ｒ：実習修了時間 120 時間以上  
D：実習修了時間 120 時間未満 
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シラバス（授業計画） 

科目名 企業実習 科目区分 専門科目 

対象 夜間部 ﾎﾃﾙ科・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科・ｴｱﾗｲﾝ科・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ科 授業形式 実習 

実施期 1 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 後期 ： 120 時間 

担当 

企業担当者 

実務経験 ： 有 ・ 無  各企業現場指導者より 

授業概要 
シティホテル、またはリゾートホテル、テーマパークやエアライン企業に出向き、 
接客をはじめとする業務を、実際の体験をとおして理解する。 
精神的な成長かつ技術的な成長を成し遂げて、社会に出る為の準備を目的とする。 

到達目標 
・社会人としてのマナーの習得 
・実践業務を学び、知識・技術の向上 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし 

授業計画 

【実習内容】 
各企業の館内及び施設見学、接客ルールやマナーを学ぶ 
 
・レストランサービス（朝・昼・夜） 
・宴会サービス 
・ロビーサービス 
・客室サービス 
・輸入貨物上屋見学 
・危険物教育 
・輸出貨物上屋業務 
・国内貨物受付業務 
・DATA 入力 
・書類仕分け 

成績評価 
方法 

 
実習報告手帳に基づく 

成績評価 
基準 

【年間実習時間】 
Ｒ：実習修了時間 120 時間以上  
D：実習修了時間 120 時間未満 

 
学生へのメッセージ 
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