


2021 年度 夜間部 2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 2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 2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 2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 2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 2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Ⅲ 科目区分 共通科目 

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 2 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 

就職活動は「内定」という目標に向かって、その時期にすべきことを確実にクリアしていくことが大切

です。就職活動が本格化する2年前期では、各企業からの採用情報が日々発信され、学校にも多くの求

人情報が届きます。この授業では就職活動の実践を重要視し、企業から届いた求人の紹介や解説を行い

実際に動いている求人票についても解説します。 

また個々の進行に応じ個別に就職活動をバックアップし、内定に向け皆さんの取り組みをサポートして

いきます。 

＊就職活動状況によりキャリアサポートセンター等就職用ＰＣ教室での就職活動も含みます。 

 

到達目標 就職内定を勝ち取る。また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 

「就職活動テキスト CAREER ADVICE TEXT」（ベネッセ i-キャリア） ※１年後期で購入済み 

授業計画 

【就職活動基礎知識 ～情報収集編～ 】 

 求人票の見方、求人票用語解説、インターネットを使った情報収集、 
雑誌・本の活用、ジョブカフェ､ハローワークなどの各支援内容紹介 
 

【就職活動実践】 

 エントリー方法案内、会社説明会、選考試験案内、自己PR添削 

指導、志望動機添削指導、履歴書作成、エントリーシート作成、 
面接演習、内定後対応 
 

【就職活動基礎知識 ～ビジネスマナーの確認～ 】 

 Ｅメール作成ポイント、Ｅメールの書き方、 

御礼状などを書く際のポイント、書き方、手紙の書き分けのポイント 

電話のかけ方マニュアル、携帯電話マナー、敬語、クッション言葉、 
身だしなみ、新入社員としての心構え、退職と転職について 

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  EnglishⅢ 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 2 年 前期 単位数 前期 ： 1 単位 時間数 前期 ： 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 
エアライン業界で使用される専門用語を含む英語を理解し、英語で表現出来るようにする。 
客室業務、グラウンドハンドリング、エアカーゴ業務等に対処可能な英語を学ぶ。 

到達目標 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 

【機内サービスの概略及び、そのシミュレーション】 

Liquor and Meal Service, Duty-free items sales, In-flight movie, CIQ,etc. 
【英会話実践】 

 cf.  

What’s the weather like in New York? 

How long will it take to the destination? 

What’s the flight time from Narita to New York? 
How many passengers and flight crew are there on this flight? 

 
【英会話演習、お客様の様々な質問、要望、空港・機内アナウンス】 

 TIM(Travel information manual), OAGの見方 

Wheelchair, bassinet, stretcher, special meal  

Flight delay announcement、Welcome announcement、Farewell announcement 

Emergency procedure、First Aid、 

 

【英会話演習 期末試験】 

 これまで学習したことの総復習 Question and Answer 

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 ６０点未満  平常点 不可 

 
学生へのメッセージ 

エアライン業界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。 
必用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 空港約款ベーシック 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 2 年 前期 単位数 前期 ： 1 単位 時間数 前期 ： 15 時間 

担当 

松川 信也 

実務経験 ： 有 ・ 無   

授業概要 

国際線を利用する旅客との間で、航空券の予約・購入から始まり、チェックイン（搭乗手続）、搭乗、

機内、現地到着まで、それらは航空会社の決めたルール（約款）に基づき運航されている。 
当授業では、日本航空（ＪＡＬ）国際線を例として、その考え方および主要な具体的ルールを学習し、
空港での業務（エアライン地上職、センディング業務など）の基礎知識を学習する。 
 

到達目標 
①日本発の国際線旅客運送に関し、大手エアラインの主たる約款の内容を理解し、空港での搭乗手続き時の 
  基本ルールを説明できる。 
②航空業界の各種最新トピックス、ＬＣＣ動向、等について説明できる。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

なし（プリント配布） 

授業計画 

 
【国際航空約款】 
日本航空（ＪＡＬ）国際線を例として、 
① 航空券の種類 
② 購入時のルール 
③ 大人と小児の違い 
④ 手荷物運送のルール 
⑤ ペット運送のルール 
⑥ 搭乗拒否事項       など具体的内容を学習する。 

 
【ケーススタディ】 
上記の約款を踏まえて、実際に空港で発生するであろういくつかの事態の対処法を 
ケーススタディにて学ぶ。 
 

成績評価 
方法 

小テストを各パート終了時に実施し、平常点扱いとする。期末試験にて全体の理解度チェック。平常点、出席率、評
価試験合計点の総合評価。 
 

成績評価 
基準 

Ａ：評価試験80 点以上、かつ 出席率80％以上、かつ 平常点優 
Ｂ：評価試験60 点以上、かつ 出席率60％以上、かつ 平常点良以上 
Ｃ：評価試験40 点以上、かつ 出席率60％以上、かつ 平常点可以上 
Ｄ：評価試験40 点未満、または 出席率60％未満、または 平常点不可 

 
学生へのメッセージ 

元旅行の添乗員の講師が、利用者の立場に立ち実話も交えながら解説します。空港についての見聞を広げて、実務に役立て
てください。 

 

 

 













 

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 2 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 通期 ： 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 

 
実習報告手帳より 

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 2 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 

 
実習報告手帳より 

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 エンターテイメントメイク 科目区分 専門科目 

対象 夜間部 テーマパーク科 授業形式 演習 

実施期 2 年 前期・ 単位数 前期 ： 2 単位 時間数 前期 ： 30 時間 

担当 

塚田 たみ子 

実務経験 ： 有 ・ 無  芸能(TV やステージ等)・出版業界にて出演者やアーティストにメイク業務実績
あり。各種学校の講師活動を２０数年間行っている。 

授業概要 
社会人の身だしなみとして、好感度をアップするメイクアップの技術を学びます。 
エンターテイナーとしてのパフォーマンスに欠かせない様々なメイクアップを体験し、 
目的やシーンに応じて活用できるよう、実習を通して学びます。 

到達目標 様々な種類のボディーメイクの技術を学び、イベント時などに提案や応用ができる。 

検定資格 なし ・ 必修 ・ 任意   名称：  

教科書 
教材 

メイク道具一式 

授業計画 

【201】 
オリエンテーション 
リクルートメイクアップ 自分自身の良さを生かし、好感度を上げる身だしなみとしてのメイクアップ技術を学ぶ 
 
【フェイス＆ボディーペイント】 
筆の使い方 基本ラインの描き方、 
ワンポイントアート等の描き方を学ぶ 
 
【ボディージュエリー】 
材料や道具の扱い方を知り、 
各方面で人気の高い 
ボディージュエリーを美しく描く技術を学ぶ 
 
【ヘナ・タトゥー】 
ヘナ・タトゥーの意味、作り方、扱い方などを知り、 
一時的なタトゥーとして、 
美しい模様を描く技術を学ぶ 
 
【実技テスト実施】 
フェイス＆ボディーペイント、ボディージュエリー、ヘナ・タトゥーの実技テストの実施 

成績評価 
方法 

授業内で分野ごとに実技試験を行い、学期末には評価試験を行う。 
全ての実技テスト及び評価テストで判断する。出席状況、授業参加意欲も評価される。 

成績評価 
基準 

Ａ：授業内期末試験 90 点以上、出席率90％以上、平常点優 
Ｂ：授業内期末試験 75 点以上、出席率75％以上、平常点良 
Ｃ：授業内期末試験 60 点以上、出席率60％以上、平常点可 
Ｄ：授業内期末試験 60 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 2 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 通期 ： 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 

 
実習報告手帳より 

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 2 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 

 
実習報告手帳より 

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 2 年 後期  単位数 後期 ： 4 単位 時間数 通期 ： 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 

 
実習報告手帳より 

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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