
国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必修

学　　　年 2年生 担当教員 阿部/皆川

科　目　名 English Strategy TOEIC730突破 時間数 170単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

科目到達目標：ListeninngとReadingの模試問題を集中的に学習し、トレーニングによって解法を身に付け

9月のTOEIC公開テストで700点、11月のTOEIC公開テストで800点を目指す

授業の進め方・学習方法・課題

問題集を使用した実践形式のリーディング問題に慣れることにより得点力の向上を狙う。

繰り返し音声を聞くことにより、音声を記憶する。

ミニテストによる学習進捗状況の確認。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

公式TOEIC Listening & Reading 問題集3、TOEICテスト究極の模試600問



週数 学習内容 学習のねらい

1 TOEIC７３０点突破　Part1 写真描写問題 リスニング力の向上

2 TOEIC７３０点突破　Part2 応答問題 リスニング力の向上

3 TOEIC７３０点突破　Part3 会話問題 リスニング力の向上

4 TOEIC７３０点突破　Part4 説明文問題 リスニング力の向上

5 TOEIC７３０点突破　Part5 短文穴埋め問題 リーディング力の向上

6 TOEIC７３０点突破　Part5 短文穴埋め問題 リーディング力の向上

7 TOEIC７３０点突破　Part6　長文穴埋め問題 リーディング力の向上

8 TOEIC７３０点突破　Part6　長文穴埋め問題 リーディング力の向上

9 TOEIC７３０点突破　Part7　読解問題 リーディング力の向上

10 TOEIC７３０点突破　Part7　読解問題 リーディング力の向上

11 TOEICテストミニ模試　P184～191 総合的な得点力の向上

12 TOEICテストミニ模試　P192～190 総合的な得点力の向上

13 評価 まとめテスト

14 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P38～41　DUO section1～3 総合的な得点力の向上

15 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P42～45　DUO section4～7 総合的な得点力の向上

16 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P51～54　DUO section8～10 総合的な得点力の向上

17 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P55～58　DUO section11～13 総合的な得点力の向上

18 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P59～62　DUO section14～17 総合的な得点力の向上

19 TOEIC直前テスト勉強 公開テスト対策

20 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P63～66　DUO section18～20 総合的な得点力の向上

21 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P67～70　DUO section21～23 総合的な得点力の向上

22 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P71～74　DUO section24～27 総合的な得点力の向上

23 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P75～78　DUO section28～30 総合的な得点力の向上

24 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P79～82　DUO section31～33 総合的な得点力の向上

25 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P83～P86　DUO section34～37 総合的な得点力の向上

26 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P87～90　DUO section38～40 総合的な得点力の向上

27 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P91～94　DUO section41～43 総合的な得点力の向上

28 TOEIC直前テスト勉強 公開テスト対策

29 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P95～98、　DUO section44～45 総合的な得点力の向上

30 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P99～102 総合的な得点力の向上

31 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P103～106 総合的な得点力の向上

32 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P107～110 総合的な得点力の向上

33 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P111～114 総合的な得点力の向上

34 TOEICテストまとめ まとめテスト



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必修

学　　　年 2年生 担当教員 阿部/皆川

科　目　名 English Strategy TOEIC650突破 時間数 170単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

TOEIC350点から500点の学生を対象に、650点突破を目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

問題集を使用した実践形式のリーディング問題に慣れることにより得点力の向上を狙う。

繰り返し音声を聞くことにより、音声を記憶する。

ミニテストによる学習進捗状況の確認。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

ＴＯＥＩＣテスト公式問題集/TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)/DUO



週数 学習内容 学習のねらい

1 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　人物の動作表現 5月TOEIC受験対策

2 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　物に関する描写 5月TOEIC受験対策

3
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　疑問詞を使った疑
問文 5月TOEIC受験対策

4 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　依頼・提案・申し出 5月TOEIC受験対策

5
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　週1～週4までの
復習 5月TOEIC受験対策

6
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　店・ホテルなどで
の会話 7月TOEIC受験対策

7 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　電話での会話 7月TOEIC受験対策

8 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　オフィスでの会話 7月TOEIC受験対策

9
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　週6～週8までの
復習 7月TOEIC受験対策

10 TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　留守電メッセージ 7月TOEIC受験対策

11
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　アナウンス・広告・
ニュース 7月TOEIC受験対策

12
TOEICテスト書き込みドリル(スコア650)　週１～週11までの
総復習 7月TOEIC受験対策

13 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P38～41　DUO section1～3 11月TOEIC受験対策

14 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P42～45　DUO section4～7 11月TOEIC受験対策

15 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P51～54　DUO section8～10 11月TOEIC受験対策

16 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P55～58　DUO section11～13 11月TOEIC受験対策

17 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P59～62　DUO section14～17 11月TOEIC受験対策

18 TOEIC直前テスト勉強 11月TOEIC受験対策

19 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P63～66　DUO section18～20 11月TOEIC受験対策

20 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P67～70　DUO section21～23 11月TOEIC受験対策

21 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P71～74　DUO section24～27 11月TOEIC受験対策

22 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P75～78　DUO section28～30 11月TOEIC受験対策

23 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P79～82　DUO section31～33 1月TOEIC受験対策

24 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P83～P86　DUO section34～37 1月TOEIC受験対策

25 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P87～90　DUO section38～40 1月TOEIC受験対策

26 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P91～94　DUO section41～43 1月TOEIC受験対策

27 TOEIC直前テスト勉強 1月TOEIC受験対策

28
ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P95～98、　DUO
section44～45

3月TOEIC受験対策

29 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P99～102 3月TOEIC受験対策

30 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P103～106 3月TOEIC受験対策

31 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P107～110 3月TOEIC受験対策

32 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P111～114 3月TOEIC受験対策

33 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集　P115～117 3月TOEIC受験対策

34 TOEICテストまとめ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必修

学　　　年 2年生 担当教員 坂上/石崎/小林 /寺田

科　目　名 English Strategy 英検２級 時間数 170単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

読む、書く、聞く、話すの４技能を習得し２級取得を目指す

授業の進め方・学習方法・課題

レベルに合わせたクラス分けにより、語彙、センテンス、リーディングから読解法をマスターさせる

リスニング対策

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

2019年度版　英検２級過去問題集　出る順で最短合格単熟語EX



週数 学習内容 学習のねらい

1 英検２級総合対策P3～13 出る順で最短合格単熟語EX P3～１３ 6月受験対策

2 出る順で最短合格単熟語EX P14～24 リスニング３０問 6月受験対策

3 英検２級過去問題集２０１５年第１回　解答解説 6月受験対策

4 英検２級総合対策P14～24　 ２級過去問題2017長文解答 6月受験対策

5 ２級過去問題集２０１５年第２回　解答解説　リスニング３０問 6月受験対策

6 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニング暗唱テスト 6月受験対策

7 英検２級対策P25～35　２級過去問題２０１7年第２回長文解説 6月受験対策

8 短文暗唱テスト８文　単熟語テスト１００問　 １０月受験対策

9 英検２級対策P36～46　２級過去問題集２０１５年第３回解答 １０月受験対策

10 短文暗唱テスト出る順で最短合格単熟語EX P25～35解答 １０月受験対策

11 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　暗唱テスト １０月受験対策

12 英検２級総合対策P47～57　２級過去問題集 １０月受験対策

13 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P36～46 １０月受験対策

14 英検２級総合対策P58～68　 ２級過去問題集２０１６年第１回 １０月受験対策

15 英検２級総合対策P69～79 　２級過去問題集 １０月受験対策

16 短文暗唱テスト　出る順で最短合格単熟語EX P47～57解説 １０月受験対策

17 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　　暗唱テスト １０月受験対策

18 英検２級総合対策P８０～９０解答解説 リスニング３０問　 １０月受験対策

19 英検２級総合対策P91～101 解答解説　リスニング３０問 １０月受験対策

20 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニング　暗唱テスト １０月受験対策

21 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P58～68 １０月受験対策

22 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニングテスト １月受験対策

23 英検２級総合対策P102～112 １月受験対策

24 英検２級総合対策P113～123 解答解説２級過去問題単語テスト １月受験対策

25 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニング　暗唱テスト １月受験対策

26 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P69～79 １月受験対策

27 英検２級総合対策P124～134 解答解説 １月受験対策

28 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニング短文暗唱テスト １月受験対策

29 英検２級総合対策P1３５～１４５解答解説 １月受験対策

30 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P80～90 １月受験対策

31 英検２級対策P1４６～１５６解答解説 ２級過去問題単語テスト １月受験対策

32 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P91～101 １月受験対策

33 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　リスニング短文暗唱テスト １月受験対策

34 短文暗唱テスト８文　出る順で最短合格単熟語EX P102～112 １月受験対策



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 八木博子

科　目　名 JAL AXESSⅡ 時間数 136単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

○科目概要：日本航空グループ国際線の予約・発券システムです。日本航空グループの飛行機の予約・発券について

授業の進め方・学習方法・課題

○教科書を主体に、基礎知識を身に付けながら、実際PCを活用し習得する方法である。

講師より予め、問題を作成されたものを練習問題とし学生がPCを使って予約・発券に取り組む学習方法。

身に付けていく。

評価方法・成績評価基準

①試験結果の合否５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

2019年国際線基礎

なし

旅行会社にて、カウンターを含む旅行営業、旅行手配、旅程作成、旅券書類作成、航空券予約・発券、出入国
書類作成、旅行傷害保険作成他、旅行に係わる実務経験　20年間

○科目到達目標：1年間でAXESS国際線1級取得に向け授業を進める。また、実技対応として、考えて対応できるスキルを身に付ける。

課題に関して、自宅ではできない為授業時間内にて、説明→PC操作→解答→PC操作など繰り返しすることで

お役様がインターネット以外でお申込みをされる際は、旅行会社、日本航空予約センター他で受け付けておりその際スタッフが使用する共通の予約発券
システム



週数 学習内容 学習のねらい

1 はじめに AEXSSの理解　AXESSとは？

2 1年次の復習 予備知識の確認

3 1年次の復習 予備知識の確認

4 1年次の復習 予備知識の確認

5 AXESSS予約システムと基本操作 基本操作への理解

6 AXESSS予約システムと基本操作 基本操作への理解

7 検索 各種コードの検索

8 スケジュール照会 週間・特定便のスケジュール照会

9 フライト予約　空席照会からの予約 予約発券業務への操作の理解　実技演習

10 フライト予約　便名指定による予約 予約発券業務への操作の理解　実技演習

11 旅程の取り消し・挿入・移動 予約発券業務への操作の理解　実技演習

12 旅客データ入力 予約発券業務への操作の理解　実技演習

13 PNRの完了　中断 予約発券業務への操作の理解　実技演習

14 PNRの抽出 予約発券業務への操作の理解　実技演習

15 事前座席指定 予約発券業務への操作の理解　実技演習

16 SSR　特別に配慮のあるお客様情報入力 旅客情報入力

17 小テスト まとめ

18 SSRの概要 旅客情報入力

19 SSR　機内食　小児　幼児情報 特別運賃料金への理解

20 SSR　旅客データ 運賃計算への理解

21 PNRの分割・PNRのコピー 航空券の有効期限・払戻への知識

22 PNRの分割・PNRのコピー 発券ファイルとは・理解と応用

23 PNRのヒストリー 発券ファイルとは・理解と応用

24 PNRのヒストリー 発券ファイルとは・理解と応用

25 QUEUE概要 問い合わせ概要

26 QUEUE処理 問い合わせ概要

27 QUEUEフォローアップ 問い合わせ概要

28 QUEUE　BOXの編集 問い合わせ概要

29 まとめ まとめ

30 まとめ まとめ

31 ロールプレイ 総まとめ　実技

32 ロールプレイ 総まとめ　実技

33 検定対策 検定試験　事前学習

34 検定対策 検定試験　事前学習



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村　裕美

科　目　名 空港ビジネスⅡ 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

整備・出入国・保安関連業務・機内での業務・オフィスでの業務など様々な職種に対応できる科目である。

小テストやロールプレイなども併せて到達目標とする。

授業の進め方・学習方法・課題

○航空業界の基礎知識を習得するために、毎回小テストの実施。基礎固めができたら、航空約款から始まり、

それぞれの航空会社などポイントをまとめて進めていく。

学習方法としては、毎回小テストなどがあるので基礎知識を理解し習得することが課題である。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

航空券の予約・発券・払戻・取消、受託手荷物等、カウンター業務、ゲート業務、出発・到着業務等、グランドス
タッフとしての全ての業務にに係わる。また、教育インストラクター、接遇インストラクターとしても活躍。実務経
験７年

国際外語・観光・エアライン専門学校

月間エアステージ

ANAグランドスタッフ入門

○科目概要：航空業界で必要な基礎知識を始め、航空業界で働く人に必要な専門知識を学ぶ。空港ハンドリング

○科目到達目標：航空業界で必要な基礎知識と専門知識を習得し、臨機応変に対応できるよう即戦力になるよう



週数 学習内容 学習のねらい

1 航空業界の知識 1年次の振返り

2 空港の基礎知識 1年次の振返り

3 国際線への知識 概要

4 航空運賃の種類と解説 国内線と国際線の違い

5 出入国の書類の種類と解説 国際線について

6 出入国関係法令 概要

7 旅券の種類 一般旅券　発給と手続

8 査証について 概要

9 通関手続きに関する法令 法令とは

10 CIQについて 様々な職種と役割

11 出国時の旅具通関 通関とは

12 帰国時の旅具通関 通関とは

13 免税範囲 概要

14 簡易税率 概要

15 輸入禁止品及び輸入規制品 概要

16 外国為替関係法令 概要

17 まとめ まとめ

18 テスト テスト

19 国際航空約款 約款について

20 国際航空約款 航空券について

21 国際航空約款 航空券について

22 国際航空約款 有効期限

23 国際航空約款 航空券の変更　払戻

24 国際航空約款 航空券の延長

25 国際航空約款 手荷物について

26 国際航空約款 手荷物について

27 国際航空約款 イレギュラーについて

28 国際航空約款 イレギュラーについて

29 国際航空約款 イレギュラーについて

30 航空時刻表の種類と構成 見方

31 OAGについて 様々な時刻表の見方他

32 時差と所要時間の計算 計算方法

33 時差と所要時間の計算 計算方法

34 テスト テスト



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 グランドスタッフ実習Ⅱ 時間数 34単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

1年次の基礎知識を基礎に、グランドスタッフが実際に働いている内容の対応を学ぶ

授業の進め方・学習方法・課題

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

シラバスに沿った内容で、主にロールプレイを中心に実施。ビデオ撮影などをしながら、客観的に見ることでど
のような対応がいいのかチェックする。また、実際の現場での対応力も必要となるので専門的な知識と実務を
身に付けながら習得する・

航空券の予約・発券・払戻・取消、受託手荷物等、カウンター業務、ゲート業務、出発・到着業務等、グランドス
タッフとしての全ての業務にに係わる。また、教育インストラクター、接遇インストラクターとしても活躍。実務経
験７年



週数 学習内容 学習のねらい

1 グランドスタッフの資質とは　1年次復習 どんな人柄が求められるか

2 グランドスタッフの仕事内容 仕事内容を理解する

3 GSの仕事の役割 GSの仕事の重要性

4 GSの1日 1日のスケジュールから体力勝負の仕事である

5 様々な業務を知る 1日のスケジュールから体力勝負の仕事である

6 GSに関わる空港スタッフ 個人で仕事をするのではなく、チームで動くチームワーク

7 チェックイン前にやらなければならないこと 事前準備

8 飛行機に関する基礎知識 専門知識の把握

9 飛行機が飛ぶ原理 専門知識の把握

10 GSに必要な専門知識 専門知識の把握

11 GSに必要な専門知識 専門知識の把握

12 BAG受託について 様々な手荷物につぃての対応

13 ロールプレイ 実務を学ぶ

14 ロールプレイ 実務を学ぶ

15 ビデオ撮影 ビデオ撮影

16 checkイン 座席指定について

17 checkイン 座席指定について

18 checkインとBAG受託 ロールプレイ

19 checkインとBAG受託 ロールプレイ

20 GATE業務 仕事内容を理解する

21 GATE業務 仕事内容を理解する

22 ロールプレイ ロールプレイ

23 まとめ まとめ

24 特別旅客の対応 車椅子PAX

25 特別旅客の対応 車椅子PAX

26 特別旅客の対応 BLND

27 特別旅客の対応 BLND案内

28 特別旅客の対応 その他の対応

29 特別旅客のロールプレイ 実技を学ぶ

30 特別旅客のロールプレイ 実技を学ぶ

31 特別旅客のロールプレイ 実技を学ぶ

32 実施試験 実施試験

33 実施試験 実施試験

34 まとめ まとめ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必須

学　　　年 2年生 担当教員 長谷川　恵

科　目　名 客室乗務員演習Ⅱ 時間数 34単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

1年次の基礎知識を基礎に、客室乗務員が実際に働いている内容の対応を学ぶ

授業の進め方・学習方法・課題

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

外資系航空会社で客室乗務員としての実務経験２年の実務経験。

国際外語・観光・エアライン専門学校

シラバスに沿った内容で実施し、ロールプレイを中心に学んでいく。実際の現場でありえるリアルなロールプレ
イを実施していく。

また、国内航空会社のグランドスタッフ、海外添乗員、海外での現地ランドオペレーターとしての実務経験もあり。



週数 学習内容 学習のねらい

1 ●客室乗務員の資質 どんな人柄が求められるか

2 ●客室乗務員の仕事内容 サービス要員だけが客室乗務員ではないことを把握する

3 ●ＣＡの役割　保安要員・サービス要員 保安要員とｻｰﾋﾞｽ要員の役割から仕事の重要性

4 ●CAの1日 1日のスケジュールから体力勝負の仕事である

5 ●CAのフライトスケジュール 1日のスケジュールから体力勝負の仕事である

6 ●CAに関わるスタッフ 個人で仕事をするのではなく、チームで動くチームワーク

7 ●フライト前に知っておきたいこと 専門知識の把握

8 ●飛行機に関する基礎知識 専門知識の把握

9 ●飛行機が飛ぶ原理 専門知識の把握

10 ●CAが働く機内 様々なサービスに対応できるように機内を把握する

11 ●免税品の知識 様々なサービスに対応できるよう専門知識を学ぶ

12 ●CAの働く場所　機内　エコノミーとﾋﾞｼﾞﾈｽ・ファーストクラス エコノミークラスとファーストクラスにサービスの違い

13 ●CAのマナーと共用 サービスに伴うマナーを学ぶ

14 ●CAのマナーと教養 サービスに伴うマナーと教養を学ぶ

15 ●スタイルアップの歩き方 客室乗務員の身だしなみ

16 ●CAのアナウンス（PA) アナウンスとは。それぞれのアナウンスの種類

17 ●アナウンスの為の発声練習 アナウンスの発声練習

18 ●コミュニケーションの基本スキル 客室乗務員としてのコミュニケーション

19 ●コミュニケーションスキル・会話力 客室乗務員としての会話力

20 ●機内で役立つ英会話 客室乗務員としての英会話力

21 ●言葉遣い 客室乗務員としての言葉遣い

22 ●ヒューマンエラー ヒューマンエラーが何故起こるのか

23 ●ストレスとその反応 ストレスと対処法

24 ●サービス訓練 サービス訓練

25 ●機内アナウンス 機内アナウンス

26 ●ユニバーサルサービス 様々なお客様への対処方法

27 ●カート操作 サービス訓練

28 ●ドリンクサービス サービス訓練

29 ●クレーム処理 クレーム対処法

30 ●緊急着陸　消火訓練 保安要員の訓練①

31 ●消火訓練 保安要員の訓練②

32 ●救急処置 保安要員の訓練③

33 ●地上脱出訓練 保安要員の訓練④

34 ●まとめ まとめ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 地理インフォメーションⅡ 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

就職先のひとつとして、空港内にあるインフォメーションカウンターに対応できる案内知識を学ぶ。

日本だけでなく、海外の観光地理も学ぶ。

世界遺産検定や旅行千検定（海外）の取得も目指す

授業の進め方・学習方法・課題

海外の観光地などを学ぶ。

それぞれの分野が終了した段階で小テストなどを重ねて知識をつけていく。

地図帳には、学んだ景観や観光地などをチェックして場所の確認をする。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

基本地図帳



週数 学習内容 学習のねらい

1 海外地理授業の進め方

2 世界の国 世界の国の位置の把握

3 国別解説　アジア

4 国別解説　アジア

5 国別解説　アジア

6 国別解説　アジア

7 国別解説　アジア

8 国別解説　アジア

9 国別解説　アジア

10 国別解説　アジア

11 国別解説　アジア

12 国別解説　ヨーロッパ

13 国別解説　ヨーロッパ

14 国別解説　ヨーロッパ

15 国別解説　ヨーロッパ

16 国別解説　ヨーロッパ

17 国別解説　ヨーロッパ

18 国別解説　ヨーロッパ

19 国別解説　ヨーロッパ

20 国別解説　ヨーロッパ

21 国別解説　ヨーロッパ

22 国別解説　南北アメリカ

23 国別解説　南北アメリカ

24 国別解説　南北アメリカ

25 国別解説　南北アメリカ

26 国別解説　南北アメリカ

27 国別解説　オセアニア

28 国別解説　オセアニア

29 国別解説　オセアニア

30 国別解説　中東アフリカ

31 国別解説　中東アフリカ

32 国別解説　中東アフリカ

33 まとめ まとめ

34 まとめ まとめ

米国　（本土　ハワイ　アラスカ）カナダ　メキシコ　グアテ
マラ　コスタリカ　バハマ　キューバ　ジャマイカ　ベネズ
エラ　コロンビア　エクアドル　ペルー　ボリビア　ブラジ
ル　チリ　アルゼンチン　南北アメリカのその他の国々

オーストラリア　ニュージランド　グアム　北マリアナ　ミク
ロネシア　ニューカレドニア　バヌアツ　フィジー　トンガ
フランス領ポリネシア　パプアニューギニア　オセアニア

のその他の国々

トルコ　シリア　レバノン　イスラエル　ヨルダン　イラク
イラン　サウジアラビア　アラブ首長国連邦　エジプト　リ
ビア　チュニジア　モロッコ　アルジェリア　エチオピア　ケ
ニア　ジンバブエ　南アフリカ　マダガスカル　セーシェル

中東・アフリカのその他の国々

アジア　韓国　台湾　中国　香港　マカオ　モ
ンゴル　フィリピン　ベトナム　ミャンマー　カン
ボジア　タイ　マレーシア　シンガポール　イン
ドネシア　インド　ネパール　ブータン　スリラ
ンカ　モルディブ　パキスタン　アフガニスタン
カザフスタン　ウズベキスタン　アジアのその

他の国々

英国　アイルランド　ベルギー　オランダ　アイスラ
ンド　ノルウェー　スウェーデン　フィンランド　デン
マーク　ドイツ　スイス　オースリア　　リヒテンシュ
タイン　フランス　モナコ　イタリア　バチカン市国

マルタ　スペイン　ポルトガル　ギリシャ　ポーランド
チェコ　スロバキア　ハンガリー　スロベニア　クロ
アチア　ボスニアヘルツェゴビナ　セルビア　モンテ
ネグロ　ブルガリア　ルーマニア　エストニア　ラトビ
ア　リトアニア　ロシア　ウクライナ　ジョージア（グ

ルジア）ヨーロッパその他の国々



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 秘書検定準1級対策Ⅱ＆マナー 時間数 68単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

秘書検定準1級取得を目指す。

全般的な職務への理解、秘書業務への知識、そして技能を備えているかどうかを学ぶ。

対人関係や事務処理能力のプロとして、上司を補佐する秘書の知識を学ぶ

授業の進め方・学習方法・課題

教材を中心に展開していく

また、小テストなどを挟みながら学ぶ。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

秘書検定準1級



週数 学習内容 学習のねらい

1 秘書検定とは？
何故秘書検定を学ぶのか？秘書検定2級検定の問題と試験対
策

2 秘書の資質 ●社会人としての意識　●補佐役としての秘書

3 秘書の資質 ●求められる人間性とセンス　組織の中の秘書

4 練習問題 小テスト

5 職務知識 ●組織中の秘書　●スタッフとしての秘書　●秘書の日常業務

6 練習問題 小テスト

7 一般知識 ●会社の経営　●企業会計　●法律

8 一般知識 ●人事・労務　　●マーケティング　●情報処理

9 一般知識 ●社会常識　練習問題

10 マナー・接遇 ●人間関係と秘書の心得　●敬語・接遇用語

11 マナー・接遇 ●話方・聞き方　●少し複雑な話し方・聞き方

12 マナー・接遇 ●来客応対　心構え

13 マナー・接遇 ●受付対応

14 マナー・接遇 ●応接室への案内・お茶の出し方

15 マナー・接遇 ●電話応対

16 マナー・接遇 ●交際の業務　●弔事に伴う業務　●贈答

17 練習問題 小テスト

18 技能 ●会議の知識　●文書の作成

19 技能 ●ビジネス文書・社内文書・社外文書①

20 技能 ●ビジネス文書・社内文書・社外文書②

21 技能 ●文書の取り扱い　・適切な郵送の選び方①

22 技能 ●文書の取り扱い　・「秘」扱文書他

23 技能
●ファイリング　・ファイリングの特徴　・ファイルの並べ方・まと
め方

24 技能 ●資料管理　・名刺の整理　・名刺整理の手順と注意点

25 技能 ●新聞・雑誌の整理　・切り抜きの仕方と整理の仕方

26 技能 ●その他の整理　・カタログ・パンフレットの整理

27 技能 ●資料・情報の収集　・データの入手法

28 技能 ●日程管理　・予定表の種類と特徴

29 技能 ●日程管理の原則と注意事点

30 技能 ●出張に関する秘書業務①　・出張計画　・準備の進め方

31 技能
　●出張に関する秘書業務①　・上司の出張中の仕事　・後の
仕事

32 技能
●環境の設備　・オフィスのレイアウト　・オフィス機器と事務用
品

33 秘書検定試験2級　過去問題 テスト

34 秘書検定試験2級　過去問題 テスト



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 今井　真由美

科　目　名 PC実習Ⅱ 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

社会人として必要なPCスキルを身に着ける。　エクセル検定3級取得

授業の進め方・学習方法・課題

受験する「excel処理技能検定3級」「Powerpoint3級」合格のために

3級に必要な時間内でのタイピング、表計算方法、文字設定の仕方、印刷のかけ方

など基本的な作業を理解し、表作成やプレゼンテーション資料などを効率的に製作する方法を学ぶ

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

EXCEL2016クイックマスター＆PowerPoint2016クイックマスター



週数 学習内容 学習のねらい

1 EXCELの基本　・起動　・画面構成　・ヘルプの使い方 EXCELの基本操作の理解

2
EXCELの基本　・ブックを閉じる　・既存を開く　・画面
の操作

EXCELの基本操作の理解

3
データの編集　・新規作成　・データ入力　・数式の入
力　・保存

EXCELの基本操作の理解

4
表の編集　・罫線の設定　・セルの書式設定　・表示
形式の設定

EXCELの基本操作の理解

5 表の編集　・列幅や行の高さの調整 表計算・編集操作の理解

6 表の編集　・挿入と削除 表計算・編集操作の理解

7 ブックの印刷　・表示モードの切り替え　・印刷の実行 表計算・編集操作の理解

8
グラフと図形の作成　・グラフの作成　・編集　・図形
の作成

表計算・編集操作の理解

9
ブックの利用と管理　・ワークシートの管理　・ウィンド
ウの管理

表計算・編集操作の理解

10
関数　・統計関数　・数学　・三角関数　・論理関数　・
日付関数

表計算・編集操作の理解

11
データベースの機能　・リストの作成　・並べ替え　・
データの抽出　・テーブル機能

表計算・編集操作の理解

12 総合学習問題① 試験対策　

13 総合学習問題② 試験対策　

14 総合学習問題③ 試験対策　

15 総合学習問題④ 試験対策　

16 総合学習問題⑤ 試験対策　

17 総合学習問題⑥ 試験対策　

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 サービス戦略 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

サービスをマネジメントすることを中心に、対象となる企業の製品などを紹介しながら、マーケティングを学ぶ。

この時間を通し、世の中の経済などを学びながら就職した先の企業の企画提案などができるような知識

授業の進め方・学習方法・課題

教科書を活用しながら、わかりやすく対象となる企業の紹介をしていく。

課題は、最終的に興味のある企業をプレゼンテーションする。（学んできたマーケティングの内容を照らし合わせる）

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

大学4年間のマーケティングが10時間で学べる



週数 学習内容 学習のねらい

1 サービスとは何か サービスの本質と理解

2 ホスピタリティとは何か ホスピタリティの本質と理解

3 サービス戦略の授業概要と進め方 概要　授業の受け方

4 市場・顧客分析 マーケティングとは？

5 STPと４P マーケティングの進め方

6 事業ポートフォリオ どのよな事業を選択すればいいのか

7 企業の強みと弱みを知る SWOT分析

8 消費者行動 人が消費に至るメカニズムを知る

9 SORモデル SORモデル

10 関与と能力 興味と知識が遊びにつながる

11 消費者の購買行動のプロセス 消費者は何にひかれるのか

12 問題認識と情報探索 不満足がニーズを生み出す

13 マーケティングリサーチ 情報収集手段

14 情報収集手段 情報収集の大事さ

15 調査計画 調査計画の策定と情報収集

16 マーケティング戦略 消費者の個性を読み取り戦略を考える

17 セグメーション 有効性を保つためには

18 プロファイリング 顧客の特徴を把握する

19 ポジショニング ガイドラインの確定

20 マーケティングの戦術の策定と実施。管理 製品戦術と製品ミックス

21 プロダクト（製品デザイン） STPと合致した製品設計

22 製品開発プロセス① 売れるものを創るという発想

23 製品開発プロセス② 製品の具現化

24 プライス（価格設定） 価格の決め方

25 価格設定のロジック 戦略と整合的に決める

26 留保価格の違いによる差別化 同じ製品を異なる価格で売る際の工夫

27 プロモーション（広告と販促） プロモーションの体系

28 プロモーションの種類 AIDAを促進する

29 広告のマネジメント・プロセス 目的は何か？

30 販売促進の種類 販売促進の3分類

31 販売促進の種類戦略 SP競争の謎

32 プレイス（流通） どのように設計するか

33 チャネルの設計 顧客のニーズを最優先

34 まとめ まとめ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 EQマネジメント 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

心の知能指数といわれるEQを向上させることで、「感情」をうまくコントロールし、人間関係に活かす方法を習得。

場面に応じて行動を使い分け、職場でメンバーシップを発揮することで、快適に働くことのできる状態を実現。

授業の進め方・学習方法・課題

「コミュニケーション能力を高めたい」「精神的に快適な環境を手に入れたい」という方に向けて、EQを開発していきます。

自分の感情や行動の癖を診断し、結果を振り返りながら事例をもとに学習、その後の変化を確認していくステップアップ方式

でEQの向上を図り、人間関係力を磨きます。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校



週数 学習内容 学習のねらい

1 EQとは何か EQマネジメントの本質と理解

2 人間関係とE I EIとは何か

3 人と関わるときの自分の特徴を知る 自己を知る

4 自分を生かすためのE I活用法 自己を活かす

5 自己理解をさらに高める方法 自己理解について

6 自分感情を知る 自己理解について

7 自分の感情をコントロールする 感情理解

8 明るい言葉とネガティブの言葉 発する言葉を気を付ける

9 挨拶の重要性 気持ちのいい挨拶

10 他者理解をさらに高める方法 他社理解

11 他人の気持ちを知る 他社理解

12 自他受容をさらに高める方法 受容

13 人間観察をして周囲の気持ちを把握する 他社理解

14 微妙な表情から感情を読み取る 繋がりについて

15 ありがとうを10回言う 相手の心を開かせる

16 3秒以内で物事を決断する 感情の調整力を高める

17 主体的関与をさらに高める方法 繋がりについて

18 診断 アフター自己診断 自己診断

19 ステークホルダーとの人間関係構築にEQを活用する人間関係作りに生かす

20 感情から起こる行動をマネージする 感情のマネジメント

21 職場の様々な状況に対応する リーダーシップをとる

22 ロールプレイ まとめ

23 ロールプレイ まとめ

24 関係をより強めるため、共感力を最大化する 共感力

25

26

27

28

29 やる気を起こさせるＥＱスキルを活用し、チームで成果をあげるチームとは

30 自分のチームの感情的知性と社会的知性を分析する分析

31 チームのストレスレベルとムードを評価し、楽観主義と生産性を保つ ストレス度合について

32

33

34 まとめ

チーム全体または1人のチームメンバーがストレ

スを抱えている際に、EQマインドフル まとめ

協力的で受容的、かつ創造的なコミュニケーション方
法を身に付ける

コミュニケーション力を作る

エモーショナルインサイト（感情を伴う洞察力）

を得て、変化を理解し、変化を起こす
変化を起こす



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 手話Ⅱ 時間数 68単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

手話検定試験4級取得に向けた授業展開

⇒基本的な手話表現力ができる　あいさつ、自己紹介、趣味について相手に尋ねたり答えたりすることができる。

⇒更に、お店や窓口で簡単な接客の会話や日付や時刻、金額など数字の入った表現ができる。

授業の進め方・学習方法・課題

手話検定4級取得に向けて、検定対策の単語学習・ロールプレイの実施。手話も言語のひとつということから

楽しく手話を学んでいく。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

ゼロからわかる手話入門



週数 学習内容 学習のねらい

1 手話検定5級の復習 振返り

2 手話検定5級の復習 振返り

3 手話を使いながら、ロールプレイ　概要 その場にあった手話を展開していく

4 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 チェックイン

5 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 様々な対応方法

6 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 手荷物対応

7 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 GATE対応

8 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 その他の対応

9 手話を使いながら、ロールプレイ　空港 その他の対応

10 まとめ　ロールプレイチェック テスト

11 まとめ　ロールプレイチェック テスト

12 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル その場にあった手話を展開していく

13 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル フロント

14 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル お客様対応

15 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル 案内

16 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル ルームサービス

17 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル レストラン

18 手話を使いながら、ロールプレイ　ホテル その他の対応

19 まとめ　ロールプレイチェック テスト

20 まとめ　ロールプレイチェック テスト

21 講話 聞こえないと言うこと

22 手話を使いながら、ロールプレイ　旅行会社 カウンター対応

23 手話を使いながら、ロールプレイ　旅行会社 旅行案内

24 手話を使いながら、ロールプレイ　旅行会社 添乗業務

25 手話を使いながら、ロールプレイ　旅行会社 企画プラン作成

26 まとめ　ロールプレイチェック テスト

27 まとめ　ロールプレイチェック テスト

28 講話 どんなサービスが必要か

29 手話を使いながら、ロールプレイ　レストランでのサービス お客様への対応

30 手話を使いながら、ロールプレイ　レストランでのサービス お客様への対応

31 手話を使いながら、ロールプレイ　レストランでのサービス お客様への対応

32 まとめ　ロールプレイチェック テスト

33 まとめ　ロールプレイチェック テスト

34 講話 何が提案できるのか



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 面接対応Ⅱ 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

就職試験に対応すべく面接指導と就職活動に必要な書類作成。

またプレゼンテーションも学ぶ。

授業の進め方・学習方法・課題

航空業界の試験内容と進め方を紹介。また、ESが通過するための極意など航空業界に必要なポイントなどを踏まえ

伝授する。課題は自己分析などプリントなどを配布し記入しながら、材料を貯めていく。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校



週数 学習内容 学習のねらい

1 1年次からの振返り 自分自身のセルフプレゼンテーション

2 志望動機の作成方法 志望動機とは？

3 志望動機の作成方法 ﾎﾟｲﾝﾄは何か？

4 各企業ごとの志望動機作成方法 ﾎﾟｲﾝﾄを学ぶ

5 志望動機を含めた自己PR 自己分析をする

6 志望動機を含めた自己PR 自己分析をする

7 発表 発表チェック　客観的に自分を見る

8 ビデオチェックからの身だしなみチェック 身だしなみとは？おしゃれとの違いについて

9 ビデオ撮影 発表

10 人となりからの面接質問

11 人となりからの面接質問

12 人となりからの面接質問

13 お互いを面接する 面接官は何を見ているのか？

14 お互いを面接する 面接官は何を見ているのか？

15 前期　面接模擬テスト 集団面接

16 前期　面接模擬テスト 集団面接

17 まとめ まとめ

18 企業研究からの質問 ・グループディスカッションとは？

19 企業研究からの質問 ・テーマ別　練習①

20 仕事に対する考え方 ・テーマ別　練習②

21 仕事に対する考え方 ・テーマ別　練習③

22 仕事に対する考え方 ・グループディスカッションとは？

23 グループディスカッション ・グループディスカッションとは？

24 グループディスカッション ・テーマ別　練習①

25 グループディスカッション ・テーマ別　練習②

26 グループディスカッション ・テーマ別　練習③

27 グループディスカッション　と　ワークショップ ・グループディスカッションとは？

28 グループディスカッション　と　ワークショップ ワークショップから受験を見え方

29 グループディスカッション　と　ワークショップ ワークショップから受験を見え方

30 グループディスカッション　と　ワークショップ ワークショップから受験を見え方

31 グループディスカッション　と　ワークショップ ワークショップから受験を見え方

32 ●模擬面接　グループ面接① 模擬面接①

33 ●模擬面接　グループ面接② 模擬面接②

34 ●模擬面接　グループディスカッション まとめ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 北村裕美

科　目　名 ビジネスマナー 時間数 17単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

社会人としての心構えなど、社会に出る前に習得すべき内容を身に付ける

秘書検定2級以上取得

授業の進め方・学習方法・課題

秘書検定を1年間学んできているので、その知識を併せてロールプレイを実施し身に付ける

課題としては、秘書検定2級以上取得させる

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

実践ビジネスマナー

なし

・前職は旅行会社にてAXESS操作など、旅行関連にも精通しており、接客対応・企画など様々な職種に対応で
きる講師である。



週数 学習内容 学習のねらい

1 ビジネスマナーとは マナーとは？

2 社会人としての心構え 学生と社会人の違いについて

3 仕事の取り組む考え方 指示の受け方　報告の仕方　報連相

4 基本動作 立つ姿勢　お辞儀の仕方　お辞儀の種類　椅子の座り方他

5 基本言葉遣いの基本と復習 ビジネスでの言葉遣い　学生と社会人の言葉遣いの違いなど

6 来客応対 接遇とは

7 名刺の受け取り方 取り扱い方　出し方　基本動作など

8 面会の取り次ぎ方 取り次ぎ要領

9 案内の仕方 案内の要領

10 お茶の出し方 お茶の出し方など知識や所作を身に付ける

11 お茶の出し方・見送り お茶の出し方など知識や所作を身に付ける

12 電話応対の注意点 電話の特性　電話応対のポイント

13 様々な電話応対のロールプレイ クレーム電話の対応法

14 様々な電話応対のロールプレイ 道案内

15 様々な電話応対のロールプレイ 間違い電話

16 まとめ

17 まとめ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必修

学　　　年 2年生 担当教員 桑野　知実/　平山　美果

科　目　名 第二外国語Ⅱ（韓国語） 時間数 68単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

科目概要：韓国語の基礎を学び挨拶などのコミュニケーションがとれるようにする

科目到達目標：ﾊﾝｸﾞﾙ能力検定試験　4級取得

授業の進め方・学習方法・課題

テキストに沿って問題を進めていき、ワークブックの問題を解く

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

基礎から学ぶ韓国語　初級/　シゴトの韓国語　基礎編



週数 学習内容 学習のねらい

1 1年次の復習① 復習

2 1年次の復習② 復習

3 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験4級検定対策① 検定対策

4 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験4級検定対策② 検定対策

5 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験4級検定対策③ 検定対策

6 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験4級検定対策④ 検定対策

7 第14課　一緒にお昼を食べましょう① 日常会話

8 第14課　一緒にお昼を食べましょう② 日常会話

9 第15課　パーティの準備をしています① 日常会話

10 第15課　パーティの準備をしています② 日常会話

11 第16課　何も食べられませんでした① 日常会話

12 第16課　何も食べられませんでした② 日常会話

13 第17課　陶磁器が見たいです① 日常会話

14 第17課　陶磁器が見たいです② 日常会話

15 第18課　写真を撮ってもいいですか① 日常会話

16 前期　復習① 復習

17 前期　復習②　/　期末試験 復習

18 前期　振り返り 評価

19 第18課　写真を撮ってもいいですか② 日常会話

20 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験　3,4級検定対策　① 検定対策

21 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験　3,4級検定対策　② 検定対策

22 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験　3,4級検定対策　③ 検定対策

23 ﾊﾝｸﾞﾙ能力試験　3,4級検定対策　④ 検定対策

24 第19課　帰国しなければなりません① 日常会話

25 第19課　帰国しなければなりません② 日常会話

26 第20課　手紙を書きますよ① 日常会話

27 第20課　手紙を書きますよ② 日常会話

28 復習 復習

29 ﾋﾞｼﾞﾈｽでの自己紹介 ビジネス会話

30 韓国語の電話対応 ビジネス会話

31 韓国語でアポイントをとる ビジネス会話

32 後期　復習① 復習

33 後期　復習②　 復習

34 後期　復習③　/　期末　試験 評価



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 選択必修

学　　　年 2年生 担当教員 冨田/古沢

科　目　名 第２外国語（中国語） 時間数 68単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

科目概要：文法の確認を中心にしながら基礎を学び、挨拶や自己紹介、買い物や旅行等、

中国で通じる中国語の習得を目指す

科目到達目標：中国語検定4級

授業の進め方・学習方法・課題

文法を確認しながら、日常生活で通用通用する中国語を学ぶ

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

中国語　さらなる一歩



週数 学習内容 学習のねらい

1 1年次の復習① 復習

2 1年次の復習② 復習

3 第1課　中国に行こう① 旅行中国語を学ぶ

4 第1課　中国に行こう② 旅行中国語を学ぶ

5 第2課　ウーロン茶を飲もう① 中国語表現

6 第2課　ウーロン茶を飲もう② 中国語表現

7 第3課　友達をつくろう① 自己紹介

8 第3課　友達をつくろう② 自己紹介

9 第4課　長城に登ろう① 旅行中国語を学ぶ

10 第4課　長城に登ろう② 旅行中国語を学ぶ

11 第5課　漢字を覚えよう① 漢字練習

12 第5課　漢字を覚えよう② 漢字練習

13 第6課　街を歩こう① 旅行中国語を学ぶ

14 第6課　街を歩こう② 旅行中国語を学ぶ

15 第7課　スーパーで食料品を買う① 日常会話

16 前期　復習

17 前期　試験

18 前期 振り返り

19 第5課①　助数詞　家族の呼び方 文法

20 第5課②　家族構成の尋ね方と答え方 文法

21 第6課①　形容詞の文 文法

22 第6課②　反復疑問文 文法

23 第7課①　時刻の表現 文法

24 第7課②　前置詞（1）　連動文（1） 文法

25 第8課①　曜日、月日の言い方 文法

26 第8課②　年齢の尋ね方と答え方 文法

27 第9課①　選択疑問文 文法

28 第9課②　金額の言い方 文法

29 第10課①　存在を表す「有」と「在」 文法

30 第10課②　連動文(1) 文法

31 第11課①　助動詞（2） 文法

32 第11課②　経験を表す文 文法

33 後期　復習

34 後期　期末試験



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 加藤広美

科　目　名 Image MakingⅡ 時間数 34単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

科目概要：髪型を含め、受験企業に合わせたメイクの仕方とＰＴＯに合わせたメイクをアレンジできるように

技術を身に付ける

科目到達目標：メイク、ヘアアレンジ、身だしなみ、マナーを学び、オフィスで好印象を与えるトータル

コーディネートを身に付ける

授業の進め方・学習方法・課題

講師のメイク方法をサンプルとして紹介。講師のガイダンスを参考に自分でメイクを施す

講師による改善指導

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校



週数 学習内容 学習のねらい

1 はじめに　2年次メイクの授業進度について

2 効果発表　・自分のメイク １年次の振り返りと現状把握

3 効果発表　・自分のメイク １年次の振り返りと現状把握

4 効果発表　・改善点 １年次の振り返りと現状把握

5 効果発表　・改善点 １年次の振り返りと現状把握

6 メイク改善点① １年次の振り返りと現状把握

7 メイク改善点② １年次の振り返りと現状把握

8 メイク改善点③ １年次の振り返りと現状把握

9 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

10 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

11 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

12 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

13 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

14 IMAGE　MAKING　・髪型 印象の良い髪形についての指導

15 IMAG　MAKING　・TOTAL　MAKING 印象の良い身だしなみについて

16 IMAG　MAKING　・TOTAL　MAKING 印象の良い身だしなみについて

17 IMAG　MAKING　・TOTAL　MAKING 印象の良い身だしなみについて

18 効果発表　・自分のメイク セルフメイク

19 効果発表　・自分のメイク セルフメイク

20 効果発表　・自分のメイク セルフメイク

21 効果発表　・自分のメイク セルフメイク

22 効果発表　・自分のメイク セルフメイク

23 効果発表　・改善点 講師による改善点の指導

24 効果発表　・改善点 講師による改善点の指導

25 効果発表　・改善点 講師による改善点の指導

26 ヘアメイク集中講義① ヘアアレンジ

27 ヘアメイク集中講義② ヘアアレンジ

28 ヘアメイク集中講義③ ヘアアレンジ

29 IMAGE　MAKING　・トータル髪型 トータルで印象の良い身だしなみについて

30 IMAGE　MAKING　・トータル髪型 トータルで印象の良い身だしなみについて

31 IMAGE　MAKING　・トータル髪型 トータルで印象の良い身だしなみについて

32 IMAGE　MAKING　・トータル髪型 トータルで印象の良い身だしなみについて

33 トータルコーディネート 受験企業に合わせたメイクと身だしなみ

34 トータルコーディネート 受験企業に合わせたメイクと身だしなみ



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 マーク　マリン

科　目　名 English for Hospitality 時間数 102単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

留学やビジネス、研修、旅行などで海外に行くときに役に立つ英語を身に付ける

授業の進め方・学習方法・課題

「話す」「書く」「読む」「聞く」の4技能を取り入れて授業を行うが、

特に「話す」と「聞く」のペア、グループワークを集中的に行う。

講師とは一方的にならないようコミュニケーションを図りながら進めていく

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

WorldLinkⅠ



週数 学習内容 学習のねらい

1 Traveling on Airlines① 空港で使用する英会話

2 Traveling on Airlines② 空港で使用する英会話

3 Traveling on Airlines③ 空港で使用する英会話

4 Going through Immigration① 入国審査で使用する英会話

5 Going through Immigration② 入国審査で使用する英会話

6 Going through Immigration③ 入国審査で使用する英会話

7 Meeting a Host Family① 自己紹介

8 Meeting a Host Family② 自己紹介

9 Ordering in Fast-food Restaurants① ファストフード店での注文

10 Ordering in Fast-food Restaurants② ファストフード店での注文

11 Shopping① 買い物で使用する英会話

12 Shopping② 買い物で使用する英会話

13 前期振り返り

14 試験

15 Buying Gifts in Department Store① デパートでの英会話

16 Buying Gifts in Department Store② デパートでの英会話

17 Paying with Traveler's Checks① 支払いの際の英会話

18 Paying with Traveler's Checks② 支払いの際の英会話

19 Paying with Traveler's Checks③ 支払いの際の英会話

20 Choosing a Hotel① ホテル選択の際の英会話

21 Choosing a Hotel② ホテル選択の際の英会話

22 Making Hotel Reservations① ホテルの予約

23 Making Hotel Reservations② ホテルの予約

24 Cooking Together① 料理で使う英会話

25 Cooking Together② 料理で使う英会話

26 Reserving Tables at Restaurans① レストランの予約

27 Reserving Tables at Restaurans② レストランの予約

28 Mailing a Package① 郵送　宅配の英会話

29 Mailing a Package② 郵送　宅配の英会話

30 Staying Healthy Abroad① 健康についての英会話

31 Staying Healthy Abroad② 健康についての英会話

32 Spending Time while in Transit① トランジットの際の過ごし方

33 Spending Time while in Transit② トランジットの際の過ごし方

34 試験



国際エアライン科１年　客室乗務員コース

学　科　名 国際エアライン科 必須・選択 必須

学　　　年 2年生 担当教員 桑野知実

科　目　名 異文化理解 時間数 17単位時間

開講期間 通年 単位数 -

使用テキスト名

補助教材

科目概要と科目到達目標

異文化比較と理解を進め多様性社会への対応力を高める

授業の進め方・学習方法・課題

授業前半は教材に沿って「異文化」とは「コミュニケーションとは」を学ぶ

授業後半は異文化間で生じる問題についてグループワークで話し合い

問題解決を模索する。

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②授業への積極的参加２０％　③提出物２０％　　④学習意欲１０％　

【成績評価基準】

A＝秀（１００－９０点）　　　 到達目標を十分に達成し、非常に優れた成果を修めた

B＝優 （８９－８０点）　　　　達成目標を十分に達成している　　

C＝良 （７９－７９点）　　　　到達目標を達成している

D＝可 （６９－６０点）　　　　到達目標を最低限達成している　

F=不可 （５９点以下）　　　　到達目標に達成していない

実務経験教員の経歴

国際外語・観光・エアライン専門学校

異文化理解入門（研究社）



週数 学習内容 学習のねらい

1 イントロダクション 異文化理解のすすめ なぜ異文化理解が必要なのかを学ぶ

2 異文化コミュニケーション① ～文化とは何か～ 文化とは何かを学ぶ

3 異文化コミュニケーション② ～自文化への気付き 自分を振り返る

4 異文化コミュニケーション③ ～異文化適応～ 異文化について適応段階を学ぶ

5 異文化コミュニケーション④ ～発想の転換～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

6 異文化コミュニケーション⑤ ～発想の転換～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

7 文化・文明の衝突①　～異文化に対する偏見 ～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

8 文化・文明の衝突②　～差別と異文化理解～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

9 文化・文明の衝突③　～世界の価値観～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

10 文化・文明の対話①　～文化背景の違い～日本編 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

11 文化・文明の対話②　～文化背景の違い～他国編 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

12 文化・文明の対話③　～異文化の受容～ 異文化理解に必要な考え方を学ぶ

13
文化・文明の対話④　～非言語コミュニケーション～ケース
スタディ

非言語の重要性を知り、理解を深める

14 文化・文明の対話⑤　～非言語コミュニケーションの種類～ 非言語の重要性を知り、理解を深める

15 文化・文明の対話⑥　～多文化共生社会への参画～ 多文化共生社会についてグループで話し合う

16 文化・文明の対話⑦　～多文化共生社会への参画～発表 多文化共生社会についてグループで発表する

17 期末試験

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


