
学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 1年 担当教員 阿部/高橋

科　目　名 English Strategy TOEIC650突破 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

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

リスニングとリーディングを交互に取り混ぜ、単語力強化のため

毎日単語チェックを行う。

また、集中力を持続させ受験できるように授業時間に時間を意識させ

問題を解くように促す。

対面授業と遠隔授業の併用実施

評価方法・成績評価基準

①定期試験５０％　　②TOEIC公開テストスコア２０％　③課題提出物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　

E=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 ＆Reaqding プラクティス　リスニング編、リーディング編

公式TOEIC　Listening ＆Reading 6・7



週数 学習内容 学習のねらい

1 リスニング編　Part1 写真描写問題 リスニング力の向上

2 リスニング編　Part2 応答問題 リスニング力の向上

3 リスニング編　Part3 会話問題 リスニング力の向上

4 リスニング編　Part4 説明文問題 リスニング力の向上

5 リーディング編　Part5 短文穴埋め問題 リーディング力の向上

6 リーディング編　Part5 短文穴埋め問題 リーディング力の向上

7 リーディング編　Part6　長文穴埋め問題 リーディング力の向上

8 リーディング編　Part6　長文穴埋め問題 リーディング力の向上

9 リーディング編　Part7　読解問題 リーディング力の向上

10 リーディング編　Part7　読解問題 リーディング力の向上

11 TOEIC模擬テスト 総合的な得点力の向上

12 TOEIC模擬テスト 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 6 Test 1 総合的な得点力の向上

15 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 1 総合的な得点力の向上

16 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 1 総合的な得点力の向上

17 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 1 総合的な得点力の向上

18 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 1 総合的な得点力の向上

19 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 1 総合的な得点力の向上

20 TOEIC公開テスト対策 公開テスト対策

21 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

22 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

23 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

24 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

25 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

26 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

27 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 6 Test 2 総合的な得点力の向上

28 TOEIC公開テスト対策 公開テスト対策

29 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 7 Test 1 総合的な得点力の向上

30 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 7 Test 1 総合的な得点力の向上

31 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 7 Test 1 総合的な得点力の向上

32 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 7 Test 1 総合的な得点力の向上

33 ＴＯＥＩＣテスト公式問題集 7 Test 1 総合的な得点力の向上

34 評価 まとめテスト



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 選択必須

学　　　年 1年 担当教員 石崎 /小林 /寺田

科　目　名 English Strategy 英検２級 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

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

対面授業と遠隔授業の併用実施

評価方法・成績評価基準

①英検合格50%　②　定期テスト20%　③　課題提出率20%　⑤　授業態度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　

E=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

2021年度版　英検２級過去問題集　出る順で最短合格単熟語EX

英検２級総合対策 



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 １０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 １０月受験対策

3 英検２級過去問題集２０１５年第１回　解答解説 １０月受験対策

4 英検２級総合対策P14～24　 ２級過去問題2019長文解答 １０月受験対策

5 ２級過去問題集2019年第２回　解答解説　リスニング３０問 １０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 １０月受験対策

7 英検２級対策P25～35　２級過去問題2019年第２回長文解説 １０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2019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2019年第2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



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 選択必須

学　　　年 1年 担当教員 坂上/石崎 /小林/ 寺田/安長

科　目　名 English Strategy 英検準２級 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

読む、書く、聞く、話すの４技能を習得し準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

リスニング対策を定期的に行う

対面授業と遠隔授業の併用実施

評価方法・成績評価基準

①英検合格50%　②　定期テスト20%　③　課題提出率20%　⑤　授業態度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　

E=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

2021年度版　英検準2級過去問題集　英検準２級英単語１５５０

英検準２級総合対策



週数 学習内容 学習のねらい

1 英検準２級総合対策P２～13 英検準２級英単語１５５０EX P3～１３ １０月受験対策

2 英検準２級英単語１５５０　P14～24 リスニング３０問 １０月受験対策

3 英検準２級過去問題集2019年第１回　解答解説 １０月受験対策

4 英検準２級総合対策P14～24　 ２級過去問題2017長文解答 １０月受験対策

5 準２級過去問題集2019年第２回　解答解説　リスニング３０問 １０月受験対策

6 　長文和訳テスト　リスニング暗唱テスト １０月受験対策

7 英検準２級対策P25～35　準２級過去問題2019年第２回長文解説 １０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 英検準２級対策P36～46　準２級過去問題集2020年第１回解答 １０月受験対策

10 短文暗唱テスト英検準２級英単語１５５０ 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 英検準２級対策P47～57　準２級過去問題集 １０月受験対策

13 短文暗唱テスト８文　英検準２級英単語１５５０ P36～46 １０月受験対策

14 英検準２級総合対策P58～68　 ２級過去問題集2020年第１回 １０月受験対策

15 英検準２級総合対策P69～79 　準２級過去問題集2020年第１回解説 １０月受験対策

16 短文暗唱テスト　英検準２級英単語１５５０ 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 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

19 英検準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　英検準２級英単語１５５０　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 英検準２級総合対策P102～112 １月受験対策

24 英検準２級総合対策P113～123 解答解説準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　英検準２級英単語１５５０ P69～79 １月受験対策

27 英検準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 英検準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　英検準２級英単語１５５０ P80～90 １月受験対策

31 英検準２級対策P1４６～１５６解答解説 準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　英検準２級英単語１５５０ 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 単熟語テスト１００問　長文和訳テスト　 １月受験対策



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年生 担当教員 Mark Permer /Javen

科　目　名 SpeakingⅠ 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

英語であいさつや自己紹介、身の回りのことや出来事を伝えることができる。

また、聞き取ることができる。

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

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

Stretch Starter



週数 学習内容 学習のねらい

1 Meeting people① 自己紹介をする

2 Meeting people② 自己紹介をする

3 Countries and nationalities① 国籍や民族について

4 Countries and nationalities② 国籍や民族について

5 Family① 家族について

6 Family② 家族について

7 Describing people① 体格　身なり　容姿について

8 Describing people② 体格　身なり　容姿について

9 Food and drinks① 食べ物について

10 Food and drinks② 食べ物について

11 Things we do① 学習　買い物など日常生活について

12 Things we do② 学習　買い物など日常生活について

13 前期のまとめ①

14 前期のまとめ②

15 試験

16 前期振り返り

17 At home① 家の仕事　家の間取りについて

18 At home② 家の仕事　家の間取りについて

19 Free time activities① 趣味　余暇活動について

20 Free time activities② 趣味　余暇活動について

21 Popular sports① ｽﾎﾟｰﾂについて

22 Popular sports② ｽﾎﾟｰﾂについて

23 Big events① イベント　行事について

24 Big events② イベント　行事について

25 Plans① 休みの計画について

26 Plans② 休みの計画について

27 On vacation① 休暇について

28 On vacation② 休暇について

29 後期のまとめ①

30 後期のまとめ②

31 試験

32 試験振り返り

33 English Speech① 自分のことについてのｽﾋﾟｰﾁ発表

34 English Speech② 自分のことについてのｽﾋﾟｰﾁ発表



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 島川　崇

科　目　名 旅行業法 時間数 51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

旅行業を営むための条件や旅行者と取引するときの決まり事を定めた旅行業法について理解し

旅行業務取扱管理者試験資格の取得を目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

テキストと問題集を活用し、授業用穴埋めプリントを作成、使用し進める。

定期的にテストと補講を実施。

遠隔授業で実施

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業法及びこれに基づく命令

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集

航空会社、シンクタンク、添乗員等の幅広い実務経験を有しており、現在は当校をはじめ他大学など複数の学
校で教務にあたる。



週数 学習内容 学習のねらい

1 オリエンテーション① 国家試験概要の理解

2 オリエンテーション② 国家試験概要の理解

3 旅行業法（目的・登録制度）①　 業法　法令毎の対策

4 旅行業法（目的・登録制度）② 業法　法令毎の対策

5 旅行業法（営業保証金制度）①　 業法　法令毎の対策

6 旅行業法（営業保証金制度）②　 業法　法令毎の対策

7 旅行業法（新制度の導入）　 業法　法令毎の対策

8 旅行業法（旅行業務取扱管理者）　 業法　法令毎の対策

9 旅行業法（旅行取引に関する諸規制）① 業法　法令毎の対策

10 旅行業法（旅行取引に関する諸規制）② 業法　法令毎の対策

11 旅行業法（旅程管理）① 業法　法令毎の対策

12 旅行業法（旅程管理）② 業法　法令毎の対策

13 旅行業法（禁止行為）① 業法　法令毎の対策

14 旅行業法（禁止行為）② 業法　法令毎の対策

15 旅行業法（業務改善命令) 業法　法令毎の対策

16 旅行業法（代理業) 業法　法令毎の対策

17 旅行業法（事業の廃止)① 業法　法令毎の対策

18 旅行業法（事業の廃止)② 業法　法令毎の対策

19 旅行業法（旅行業協会) 業法　法令毎の対策

20 旅行業法（弁済業務) 業法　法令毎の対策

21 旅行業法　まとめテスト1ー１ 業法まとめ

22 旅行業法　まとめテスト１ー２ 業法まとめ

23 旅行業法　まとめテスト1ー２ 業法まとめ

24 旅行業法　まとめテスト１ー３ 業法まとめ

25 旅行業法　まとめテスト1ー３ 業法まとめ

26 旅行業法　まとめテスト１ー４ 業法まとめ

27 旅行業法　まとめテスト1ー４ 業法まとめ

28 旅行業法　まとめテスト１ー５ 業法まとめ

29 旅行業法　まとめテスト1ー５ 業法まとめ

30 旅行業法　まとめテスト１ー６ 業法まとめ

31 旅行業法　まとめテスト1ー６ 業法まとめ

32 旅行業法　まとめテスト１ー７ 業法まとめ

33 旅行業法　テスト振り返り1・補講1 弱点補強対策

34 旅行業法　テスト振り返り2・補講2 弱点補強対策



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 北村　裕美

科　目　名 旅行業約款 時間数 51単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＴＢ総研　旅行業約款/運送・宿泊約款

補助教材

科目概要と科目到達目標

旅行に関する契約を締結する際の数々の約束事についてを理解し

旅行業務取扱管理者試験取得を目指す

授業の進め方・学習方法・課題

テキストとまとめプリントを使用し、旅行業約款の知識を深め、国家試験合格を目指す。

ひとつの項目の終了ごとにテストを行い、理解度を確認する。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集

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 募集型企画旅行契約　総則（用語の定義） 国家試験概要の理解

2 募集型企画旅行契約　契約の締結・変更 募集型企画旅行の理解

3 募集型企画旅行契約　契約の解除・団体グループ契約 募集型企画旅行の理解

4 募集型企画旅行契約　旅程管理・責任 募集型企画旅行の理解

5 募集型企画旅行契約　営業保証金・弁済業務保証金 募集型企画旅行の理解

6 受注型企画旅行契約　用語の定義・契約の締結 受注型企画旅行の理解

7 受注型企画旅行契約　契約の変更・解除 受注型企画旅行の理解

8 受注型企画旅行契約　団体グループ契約・旅程管理 受注型企画旅行の理解

9 受注型企画旅行契約　責任・営業・弁済保証金 受注型企画旅行の理解

10 特別補償規定　補償金の支払い・種類・手続き 特別補償規定の理解

11 手配旅行契約　用語の定義・契約の成立 手配旅行契約の理解

12 手配旅行契約　契約の変更及び解除・旅行代金 手配旅行契約の理解

13 手配旅行契約　団体、グループ手配・責任・補償金 手配旅行契約の理解

14 旅行相談契約・渡航手続代行 その他旅行契約の理解

15 国内旅客運送約款・バス・フェリー・宿泊約款 その他旅行契約の理解

16 科目総合試験 実力テスト

17 科目総合試験 実力テスト（振り返り）

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 国内運賃料金 時間数 51単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＴＢ総研　国内運賃料金

補助教材

科目概要と科目到達目標

ＪＲ運賃料金の計算方法や仕組みを体系的に学習・理解するとともに、時刻表を活用し実学で役立つ応用力

を身に付ける。国内旅行業務取扱管理者試験の資格取得を目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

テキストを使用し例題を解き、運賃計算の問題に慣れ国家試験合格を目指す。

定期的に習熟度確認テストを行い、理解度を確認し弱点補強の学習につなげる。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集、JR時刻表

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 ＪＲ（用語の定義・会社路線図） ＪＲ運賃計算の理解

2 ＪＲ（乗車券類発売の概要） ＪＲ運賃計算の理解

3 ＪＲ（運賃計算・乗車券の種類・運賃計算の特例） ＪＲ運賃計算の理解

4 ＪＲ（料金計算・乗継割引） ＪＲ運賃計算の理解

5 ＪＲ（新幹線） ＪＲ運賃計算の理解

6 ＪＲ（変更・払戻・遅延） ＪＲ運賃計算の理解

7 ＪＲ（回数券・団体乗車券） ＪＲ運賃計算の理解

8 ＪＲ（団体乗車券の変更・取り消し・払戻） ＪＲ運賃計算の理解

9 ＪＲ（時刻表） ＪＲ運賃計算の理解

10 ＪＲ（特別企画乗車券） ＪＲ運賃計算の理解

11 航空（航空券・空港コード） 航空券の運賃の理解

12 航空（予約・購入・有効期間・運賃の種類） 航空券の運賃の理解

13 航空（運賃・料金・割引運賃・変更取消・払戻） 航空券の運賃の理解

14 貸切バス（運賃・料金） バスの運賃料金の理解

15 フェリー（運賃・料金） フェリーの運賃料金の理解

16 宿泊（宿泊料金等・変更取消・払戻） 宿泊料金の理解

17 テスト・振り返り テスト

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 澤野仙吉/若井省三

科　目　名 国内観光資源 時間数 68単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＴＢ総研「国内観光資源」「国内観光地理サブノート」・帝国書院「旅に出たくなる地図」

補助教材

科目概要と科目到達目標

日本国内の観光資源（自然・温泉・祭事等）についての学習について理解を深め

旅行業務取扱管理者試験の資格取得を目指す

授業の進め方・学習方法・課題

テキストと問題集を活用し、授業用プリントを作成、使用し進める。

定期的にテストと補講を実施。

２名の講師陣で分野別での学びを進める。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

旅行業での多彩な実務経験に加えて、本校での教務経験での実績もある。

国際外語・観光・エアライン専門学校

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集



週数 学習内容 学習内容

1 国内地理　導入（勉強法・進め方） 国内地理　導入（勉強法・進め方）

2 国立公園・山岳

3 高原・湿原

4 湖・池・沼

5 島・岬・半島

6 海岸・鍾乳洞・洞窟

7 河川・渓流

8 渓谷・峡谷・谷

9 庭園・小京都

10 温泉（東日本）

11 温泉（西日本）

12 祭り

13 寺社・仏閣

14 博物館・美術館

15 民謡・陶磁器・郷土料理

16 科目総合確認試験1・弱点確認1/補講1 科目総合確認試験1・弱点確認1/補講１

17 科目総合確認試験2・弱点確認2/補講2 科目総合確認試験2・弱点確認2/補講２

都道府県別にみた観光資源
（北海道～九州・沖縄）



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 旅行業界実務 時間数 51単位時間

開講期間 後期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＲ時刻表　・　ＪＴＢ総研「旅程管理研修　基礎」

補助教材

科目概要と科目到達目標

就職活動に向けた実践的な業界実務の習得

授業の進め方・学習方法・課題

業界で必要な知識、接客スキルを実技を通して学ぶ

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

各旅行会社パンフレット

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 旅行業界研究　 旅行業界の全体像を把握する 業界の理解

2 旅行業界研究　 各企業の特徴理解 業界の理解

3 旅行業界研究　職種理解（プランナー） 業界の理解

4 プランナー・添乗実務　添乗員の仕事内容 業界の理解

5 プランナー・添乗実務　ケーススタディ 業界の理解

6 プランナー・添乗実務　添乗職からの派生 業界の理解

7 鉄道実務　時刻表読解① 業界の理解

8 鉄道実務　時刻表読解② 業界の理解

9 鉄道実務　時刻表基本使用方法の習得（問題形式） 業界の理解

10 カウンター実務　時刻表基本使用方法の習得①（プランニング） 業界の理解

11 カウンター実務　時刻表基本使用方法の習得②（プランニング） 業界の理解

12 カウンター実務　接遇対応基礎 業界の理解

13 カウンター実務　接遇対応基礎（重要知識の理解） 業界の理解

14 就職活動に向けた志望業界研究と自己考察 業界研究

15 就職活動に向けた志望業界研究と自己考察 業界研究

16 業界志望動機の作成 エントリーシートの志望動機作成

17 レポート課題作成 確認テスト

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １学年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 世界遺産Ⅰ 時間数 34単位時間

開講期間 前期・後期 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

世界遺産の基礎知識と世界遺産の内容を理解を深め卒業検定基準以上の世界遺産検定の取得を目指す。

また、地理検定や国家試験での必須項目でもあるため国内の世界遺産を中心に知識定着を図る。

観光資源としての魅力度も高いため、深く探求することでツーリズムへの興味関心につなげる。

【世界遺産検定】 ７月・１２月・３月（年３回の実施だが、当科としては７月と３月とする）

授業の進め方・学習方法・課題

ビデオやネット等の動画視聴も織り交ぜた授業構成とし、テキストだけでなく学ぶ楽しさと理解度を向上を図る。

検定までの期間を中心に定期ミニテストを実施し、理解度チェックや弱点補強の対策の一助とする。

併せて、考える力を身に着けさせるため、副教材も活用し想像力を問う課題及び提出物を実施する。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

はじめて学ぶ世界遺産100　

日本の絶景365日・旅に出たくなる地図

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 世界遺産を学ぶ意義・目的について 観光資源の中の位置づけと試験対策概要

2 世界遺産（国内）について①（動画視聴含） 訪れたい世界遺産のプレゼン（２年）

3 世界遺産（国内）について② 訪れたい世界遺産のプレゼン（１年）

4 世界遺産（国内）について③（国内遺産テスト） 習熟度チェック

5 世界遺産（国内）について④（動画視聴含） 前週テスト振り返りと弱点補強

6 人類の誕生と古代文明① ヨーロッパ文明のルーツを学ぶ

7 人類の誕生と古代文明② ヨーロッパ文明のルーツを学ぶ

8  アジア世界の形成と宗教① アジア地域の文化や宗教の多様性を学ぶ

9  アジア世界の形成と宗教② アジア地域の文化や宗教の多様性を学ぶ

10 ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代① 中世ヨーロッパの文化や都市国家を学ぶ

11 ヨーロッパ中世とルネサンス、大航海時代② 中世ヨーロッパの文化や都市国家を学ぶ

12 アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動① 中年米やアフリカの遺跡を学ぶ

13 特別講義）遺産登録を目指す自治体の実情を知る 新潟県佐渡や奄美沖縄の取り組みを学ぶ

14 アメリカ、アフリカ、オセアニアの文明と東アジアの変動② 中年米やアフリカの遺跡を学ぶ

15 近代国家の成立と世界の近代化①② 近代国家遺産と現代社会の繋がりを知る

16 世界遺産（国内・世界）の履修範囲テスト 習熟度チェック

17 まとめ

18 特別講義）世界遺産登録の意味について学ぶ 観光資源と地域への影響度を知る

19 世界遺産登録と地域との関わりについて① 観光資源と地域との関係性を知る

20 世界遺産登録と地域との関わりについて② 観光資源と地域との関係性を知る

21 世界遺産登録と地域との関わりについて③ 観光資源と地域との関係性を知る

22 世界遺産登録と地域との関わりについて④ 観光資源と地域との関係性を知る

23 まとめ 全体履修内容を振り返る

24 習熟度確認テスト① 習熟度チェック

25 習熟度確認テスト② 習熟度チェック

26 習熟度確認テスト③ 習熟度チェック

27 世界遺産の魅力を知る① 動画視聴等を活用して遺産を探求する

28 世界遺産の魅力を知る② 動画視聴等を活用して遺産を探求する

29 世界遺産の魅力を知る③ 動画視聴等を活用して遺産を探求する

30 世界遺産の魅力を知る④ 動画視聴等を活用して遺産を探求する

31 世界遺産の魅力を知る⑤ 動画視聴等を活用して遺産を探求する

32 世界遺産の魅力を知る⑥ 動画視聴等を活用して遺産を探求する

33 世界遺産の魅力を知る⑦ 動画視聴等を活用して遺産を探求する

34 世界遺産の魅力を知る⑧ 動画視聴等を活用して遺産を探求する



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １学年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 国家試験対策Ⅰ 時間数 17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

過去の国内旅行業務取扱管理者試験や地理検定・模試の問題に挑し、問題の傾向を掴む。

それぞれの問題を解き、一つ一つの問題に対する回答の説明をすることで、理解を深める。

国家試験をはじめ、地理検定や世界遺産検定への合格を目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

①昨年、２年前、３年前、４年前、５年前との順にさかのぼって問題に取り組む。

②低回答率等から弱点や強化対策の項目を抽出し、その後の対策にあてる。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

国内旅行地理プラクティカル、国内観光地理サブノート

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 オリエンテーション この授業の意義・目的について

2 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

3 ビジュアルな視点を用いた学習の有効性 郷土料理について

4 前項の確認テスト 習熟度確認

5 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

6 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

7 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

8 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

9 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

10 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

11 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

12 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

13 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

14 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

15 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

16 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

17 過去問題 国内旅行業務取扱管理者試験対策

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 若井　省三

科　目　名 海外観光資源 時間数 34単位時間

開講期間 後期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＴＢ総研　海外観光資源

補助教材

科目概要と科目到達目標

海外の国々の観光資源につて学ぶ

到達目標としては、次年度の総合旅行業務取扱管理者の資格取得に向けた対策授業であり、

１年次で海外の観光資源について知識を深めることを目的とする。

授業の進め方・学習方法・課題

テキストと問題集を活用し、授業用プリントを作成、使用し進める。

定期的に豆テストと補講を実施。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集

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、出入国書類作成、旅行傷害
保険作成、添乗他、旅行に係わる実務経験　40年間



週数 学習内容 学習のねらい

1 アジア （韓国・中国） 海外地理知識の習得

2 アジア （韓国・中国） 海外地理知識の習得

3 アジア （中国・東南アジア） 海外地理知識の習得

4 アジア （東南アジア・中央アジア） 海外地理知識の習得

5 アジア （東南アジア・中央アジア） 海外地理知識の習得

6 ヨーロッパ（フランス・イギリス・ドイツ） 海外地理知識の習得

7 ヨーロッパ（フランス・イギリス・ドイツ） 海外地理知識の習得

8 ヨーロッパ（ドイツ・イタリア・東欧） 海外地理知識の習得

9 ヨーロッパ（ドイツ・イタリア・東欧） 海外地理知識の習得

10 ヨーロッパ（東欧・北欧） 海外地理知識の習得

11 ヨーロッパ（東欧・北欧） 海外地理知識の習得

12 北米（アメリカ） 海外地理知識の習得

13 北米（アメリカ） 海外地理知識の習得

14 北米（アメリカ・カナダ） 海外地理知識の習得

15 北米（アメリカ・カナダ） 海外地理知識の習得

16 ハワイ 海外地理知識の習得

17 期末テスト まとめテスト

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 坂上　啓貴

科　目　名 旅行英語 時間数 17単位時間

開講期間 後期 単位数

使用テキスト名 ＪＴＢ総研　旅行英語

補助教材

科目概要と科目到達目標

観光英検３級取得も目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

テキストと問題集に掲載の旅行専用単語を覚え、次年度に繋げる

定期的に豆テストと補講を実施。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集

次年度総合旅行業務取扱管理者の資格取得のため、英語での旅程や情報等を理解できる力を養う。



週数 学習内容 学習のねらい

1 出題の傾向、勉強の仕方、過去問題傾向解説 テスト概要の理解

2 旅行専門用語解説と習得　単語特訓１ 旅行専門の単語の確認

3 旅行専門用語解説と習得　単語特訓２ 旅行専門の単語の確認

4 旅行専門用語解説と習得　単語特訓３ 旅行専門の単語の確認

5 旅行専門用語解説と習得　単語特訓４ 旅行専門の単語の確認

6 旅行専門用語解説と習得　単語特訓５ 旅行専門の単語の確認

7 旅行専門用語解説と習得　単語特訓６ 旅行専門の単語の確認

8 旅行専門用語解説と習得　単語特訓７ 旅行専門の単語の確認

9 旅行専門用語解説と習得　単語特訓８ 旅行専門の単語の確認

10 旅行専門用語解説と習得　単語特訓９ 旅行専門の単語の確認

11 旅行専門用語解説と習得　単語特訓１０ 旅行専門の単語の確認

12 ブローシャー （読解）① 読解のやり方の理解

13 ブローシャー （読解）② 読解のやり方の理解

14 イミグレーション（読解）① 読解のやり方の理解

15 イミグレーション（読解）② 読解のやり方の理解

16 過去問題と解説 過去国家試験問題を使ったまとめ

17 過去問題と解説 過去国家試験問題を使ったまとめ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 プランニング基礎 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

旅行プランニングをつくり方を学ぶ事で、創造力、分析力を磨き、校内プランニングコンテストで優良なプランを発表する。

授業の進め方・学習方法・課題

グループワークで分析力を磨き、プランニングの練習を行い、本選に出す作品を仕上げる。

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

各旅行会社実販売旅行パンフレット

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 旅行プランニングとは アイスブレイクと概要理解

2 2021年予測データからの分析① 分析力を磨く

3 2021年予測データからの分析② 分析力を磨く

4 各自分析した資料を基にグループディスカッション①提案力を磨く

5 各自分析した資料を基にグループディスカッション②提案力を磨く

6 プランニング（マーケティング） プランニングのやり方を学ぶ

7 プランニング（マーケティング） プランニングのやり方を学ぶ

8 プランニング応用（原価計算） プランニングのやり方を学ぶ

9 プラン作成① プランニングのやり方を学ぶ

10 プラン作成② プランニングのやり方を学ぶ

11 プレゼンテーションプレ発表 プレゼンテーション技法を習得

12 プレゼンテーション技法基礎 プレゼンテーション技法を習得

13 本選プラン作成① プランニングの実践

14 本選プラン作成② プランニングの実践

15 本選プラン作成③ プランニングの実践

16 本選プラン作成④ プランニングの実践

17 プレゼンテーション演習 プレゼンテーション技法を習得

18 本選向けリハーサル① プレゼンテーション技法を習得

19 本選向けリハーサル② プレゼンテーション技法を習得

20 本選向けリハーサル③ プレゼンテーション技法を習得

21 プランニングコンテスト本選 まとめ

22 プランニングコンテスト振り返り 優良事例の共有

23 プランニングコンテスト受賞作品の分析 優良事例の共有

24 プラン作成① プランニングのやり方を学ぶ

25 プラン作成② プランニングのやり方を学ぶ

26 プレゼンテーションプレ発表 プレゼンテーション技法を習得

27 プラン作成① プランニングのやり方を学ぶ

28 プラン作成② プランニングのやり方を学ぶ

29 プレゼンテーションプレ発表 プレゼンテーション技法を習得

30 プレゼンテーションプレ発表 プレゼンテーション技法を習得

31 プレゼンテーション実技テスト プレゼンテーション技法を習得

32 プレゼンテーション実技テスト プレゼンテーション技法を習得

33 プレゼンテーション実技テスト振り返り プレゼンテーション技法を習得

34 プレゼンテーション実技テスト振り返り プレゼンテーション技法を習得



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 マーケティング 時間数 ３４単位時間

開講期間 前期及び後期 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

マーケティング理論を基礎～応用～実践を経て学習する。

グループ討議や発表形式も取り入れて、身近なマーケティングに関する実例をヒントにしてわかりやすく

履修する。

対面授業と遠隔授業の併用実施

授業の進め方・学習方法・課題

テキストを中心に「観光マーケティング」の仕組みや考え方を学ぶ。

通期の中で数回、外部講師による「マーケティング」の実社会での取り組み等の講義を予定。（詳細別途）

京都をモデルとした理論を学ぶとともに実習（京都）を取り入れることを検討。（別途）

前期テスト（レポート）、後期テスト（選択・記述式）

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

ＪＴＢ能力開発「観光のマーケティング・マネジメント」「顧客価値創造型営業への進化」

マーケティングに関する市販書のポイント箇所をコピーし活用。

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 オリエンテーション① 授業導入の狙いと年間計画等について

2 マーケティングマネジメント①（グループ討議） 討議を通じてマーケティング理論を考える

3 マーケティングマネジメント②（グループ討議） 討議を通じてマーケティング理論を考える

4 サービスの価値創造のメカニズム 企業の価値あるサービスとは何か学ぶ

5 個人マーケットと団体マーケットの仕組み 購買行動について学ぶ

6 観光マーケティングの環境分析 マーケティングのプロセスを学ぶ

7 観光市場の細分化とターゲット設定について 競争の分析について知る

8 観光商品のマネジメントについて 多様化するニーズを学ぶ

9 価格のマネジメントについて 航空旅客輸送に見る価格jメカニズムを知る

10 外部講師（講演①） 旅行業界関連

11 流通・プロモーションのマネジメント 消費者目線で考える重要性を学ぶ

12 インタネット・SNSを活用したマーケティング 現在～将来へのITやDXとの連携を知る

13 新たなマーケットの創造と競争優位性について 観光産業全般のマーケティングを学ぶ

14 前期テスト 習熟度テスト

15 オリエンテーション② 前期振り返りと後期に向けて

16 デスティネーションマーケティングを学ぶ① 「まち」「地域」を題材に重要性を学ぶ

17 デスティネーションマーケティングを学ぶ② 「まち」「地域」を題材に重要性を学ぶ

18 デスティネーションマーケティングを学ぶ③ 「まち」「地域」を題材に重要性を学ぶ

19 デスティネーションマーケティングを学ぶ④ 「まち」「地域」を題材に重要性を学ぶ

20 外部講師（講演②）

21 持続可能な観光を考える① 観光産業全般のマーケティングを学ぶ

22 持続可能な観光を考える② 観光産業全般のマーケティングを学ぶ

23 持続可能な観光を考える③ 観光産業全般のマーケティングを学ぶ

24 インバウンドマーケティングのポイントを学ぶ① 外国人需要の重要性を学ぶ

25 インバウンドマーケティングのポイントを学ぶ② 外国人需要の重要性を学ぶ

26 インバウンドマーケティングのポイントを学ぶ③ 外国人需要の重要性を学ぶ

27 他業界のマーケティングの実例を学ぶ① 業界別のマーケティング事例を知る

28 他業界のマーケティングの実例を学ぶ② 業界別のマーケティング事例を知る

29 他業界のマーケティングの実例を学ぶ③ 業界別のマーケティング事例を知る

30 他業界のマーケティングの実例を学ぶ④ 業界別のマーケティング事例を知る

31 当授業の就活への活かし方 授業を振り返って

32 実習演習 実習体験①

33 実習演習 実習体験②

34 年度末テスト 総まとめ



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 国際航空運賃 時間数 34単位時間

開講期間 前期 単位数 -

使用テキスト名 ＪＴＢ総研　国際航空運賃・料金

補助教材

科目概要と科目到達目標

国際線の運賃計算についての学習。計算に必要な用語や基本的な計算手順の学習と旅程に従って実際に

運賃を計算し、理解する。国際航空関連の現在の動きも交えて授業展開を図る。

総合旅行業務取扱管理者の資格取得を目指す。

授業の進め方・学習方法・課題

テキストと問題集を活用し、授業用プリントを作成、使用し進める。

定期的に豆テストと補講を実施。

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　

E=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

ＪＴＢ総研　旅行業務取扱管理者試験問題集

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 運賃計算基礎（用語解説） 海外航空運賃計算方法の習得

2 運賃計算基礎（用語解説） 海外航空運賃計算方法の習得

3 運賃計算基礎（ＧＩ：ルート） 海外航空運賃計算方法の習得

4 運賃計算基礎（ＧＩ：ルート） 海外航空運賃計算方法の習得

5 運賃計算基礎（シーズナリティ・タリフ基礎） 海外航空運賃計算方法の習得

6 運賃計算基礎（シーズナリティ・タリフ基礎） 海外航空運賃計算方法の習得

7 運賃計算基礎（マイレージ計算） 海外航空運賃計算方法の習得

8 運賃計算基礎（マイレージ計算） 海外航空運賃計算方法の習得

9 割引運賃基礎（ＯＷ） 海外航空運賃計算方法の習得

10 割引運賃基礎（ＯＷ） 海外航空運賃計算方法の習得

11 割引運賃基礎（ＲＴ） 海外航空運賃計算方法の習得

12 割引運賃基礎（ＲＴ） 海外航空運賃計算方法の習得

13 割引運賃基礎（ＣＴ） 海外航空運賃計算方法の習得

14 割引運賃基礎（ＣＴ） 海外航空運賃計算方法の習得

15 割引運賃基礎（ＯＪ） 海外航空運賃計算方法の習得

16 割引運賃基礎（ＯＪ） 海外航空運賃計算方法の習得

17 運賃計算基礎（ＨＩＦ・ＨＩＰ・ＣＴＭ・ＯＪ）① 海外航空運賃計算方法の習得

18 運賃計算基礎（ＨＩＦ・ＨＩＰ・ＣＴＭ・ＯＪ）② 海外航空運賃計算方法の習得

19 運賃計算基礎（ＨＩＦ・ＨＩＰ・ＣＴＭ・ＯＪ）③ 海外航空運賃計算方法の習得

20 運賃計算基礎（ＨＩＦ・ＨＩＰ・ＣＴＭ・ＯＪ）④ 海外航空運賃計算方法の習得

21 運賃計算基礎（ＨＩＦ・ＨＩＰ・ＣＴＭ・ＯＪ）⑤ 海外航空運賃計算方法の習得

22 割引運賃（ＯＷ・ＲＴ）マイルチェック 海外航空運賃計算方法の習得

23 割引運賃（ＯＷ・ＲＴ）マイルチェック 海外航空運賃計算方法の習得

24 割引運賃（ＯＷ・ＲＴ）マイルチェック 海外航空運賃計算方法の習得

25 キャリア運賃応用計算② 海外航空運賃計算方法の習得

26 キャリア運賃応用計算③ 海外航空運賃計算方法の習得

27 習熟度テスト

28 習熟度テスト

29 習熟度テスト

30 習熟度テスト

31 習熟度テスト

32 習熟度テスト

33 習熟度テスト

34 まとめ



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 選択必須

学　　　年 １　年 担当教員 坂上　啓貴

科　目　名 国際理解Ⅰ 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

SDGｓを通して、それぞの国が抱える問題について考えること、提案できる力をつける。

17の目標と169のターゲットを理解することで、現段階で何が起きているのかを知り自分が何ができるのか？

社会の一員として考え実行する。

授業の進め方・学習方法・課題

SDGｓを説明し、理解し把握し自らがテーマを見つけ問題提起してもらう。

また、そのテーマでどんな事を実施されているのか？諸外国から自国の企業に至るまで調べ、自分たちならば

どんなことができるのかをまとめプレゼンしてもらう。

○対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

SDGｓ超入門



週数 学習内容 学習のねらい

1 はじめに SDGｓとは

2 世界を変える17の目標と169のターゲット

3 SDGｓ　これまでの歴史

4 SDGｓ　1～17解説 目標とターゲット

5 SDGｓ　1～17解説 目標とターゲット

6 SDGｓ　1～17解説 目標とターゲット

7 SDGｓ　1～17解説 目標とターゲット

8 SDGｓ17での改善点とは 諸外国との協力

9 SDGｓを理解する上で把握しておくべきこと それぞの企業について

10 SDGSの将来の方向性と重要性
グローバルコモンズ・エコロジカルの重要
性

11 生物生産・循環化能力問題 資源不足

12 17目標に関連する諸研究とその展開 研究開発等、諸外国に焦点を当てる

13 アジェンダ―30SDGｓ17目標の結び 持続可能な人類社会を実現する

14 発表 GRPに分かれて発表

15 発表 GRPに分かれて発表

16 発表 GRPに分かれて発表

17 まとめ

18 企業がSDGｓに取り組むべき理由 世界で求められていることとは？

19 SDGｓとＣＳＲ　ＣＳＶの違いとは？ SDGｓを理解して違いを知る

20
経済価値を生むとされるSDGｓの経済効果
とは

市場における価値を学ぶ

21 企業がSDGｓの活用を進める４つのメリット メリット・デメリットを考える

22
できること、できそうなことをからSDGｓに取り組
む

できること、できそうなこと

23
SDGｓ先進国スウェーデンの「高い環境意
識」

スウェーデンのSDGｓ

24
企業との連携　サプライチェーンから見えてくる
こと

1社ではできないことができる

25 企業が起こした様々な不祥事 「環境」や人「権問題」

26 「サプライチェーン」と「バリューチェーン」とは SDGｓを取り組む上で知っておくべきこと

27 サプライチェーン上で起こる主な問題 サプライチェーンには様々な問題が隠れている

28 サプライチェーンマネジメントとは リスクマネジメント

29 企業は経営とSDGｓをどうリンクさせるのか？ 持続可能なサプライチェーンを構築する原動力とは

30 日本の企業の進捗状況は？
ビジネスとSDGｓを両立させる　企業の取り組みか
ら学ぶ

31 発表 GRPに分かれて発表

32 発表 GRPに分かれて発表

33 発表 GRPに分かれて発表

34 発表 まとめ



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 今井

科　目　名 PC実習Ⅰ 時間数 68単位時間

開講期間 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

社会人に必要な文書作成スキルを習得する。ワード検定3級取得を到達目標とする。

授業の進め方・学習方法・課題

受験する「ワード検定3級」合格のために

3級に必要な時間内でのタイピング、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、資料を効率的に製作する方法を学ぶ

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ　２０１９クイツクマスター



週数 学習内容 学習のねらい

1
Ｃｈａｐｔｅｒ１Ｗｏｒｄの基本ー（Ｗｏｒｄの起動・画面構成・操作・
ヘルプの使い方） ワードの基本操作の理解

2 Ｃｈａｐｔｅｒ１練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

3
Ｃｈａｐｔｅｒ２文字入力と基本操作ー（新規文書の作成・日本
語入力システム） ワードの基本操作の理解

4 文字入力と基本操作ー（文字の入力と変換・単語の登録） ワードの基本操作の理解

5 文字入力と基本操作ー（文書の保存・文字の選択） ワードの基本操作の理解

6 文字入力と基本操作ー（文字列の編集・コピー・移動） ワードの基本操作の理解

7 Ｃｈａｐｔｅｒ２練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

8 Ｃｈａｐｔｅｒ３文書の編集ー（学習する内容・ページ書式設定） ワードの基本操作の理解

9 文書の編集ー（文字の書式設定・文字幅と間隔の設定） ワードの基本操作の理解

10 文書の編集ー（文字の配置・字下げと行間の設定） ワードの基本操作の理解

11 文書の編集ー（禁則処理・罫線と網掛け） ワードの基本操作の理解

12 Ｃｈａｐｔｅｒ３練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

13 Ｃｈａｐｔｅｒ４文書の印刷ー（学習する内容・改ページの挿入） ワードの基本操作の理解

14 文書の印刷ー（ヘッダー・フッターの設定） ワードの基本操作の理解

15 文書の印刷ー（印刷イメージの確認方法・印刷の実行） ワードの基本操作の理解

16 Ｃｈａｐｔｅｒ４練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

17
Ｃｈａｐｔｅｒ５文書の作成ー（学習する内容・入力オートフォー
マット／あいさつ文） ワードの基本操作の理解

18
文書の作成ー（学習する内容・入力オートフォーマット／段
落番号・設定） ワードの基本操作の理解

19 文書の作成ー（箇条書きの設定・タブ） ワードの基本操作の理解

20 文書の作成ー（インデント・クリックアンド　タイプ） ワードの基本操作の理解

21 文書の作成ー（ビジネス文書の作成例）① ワードの基本操作の理解

22 文書の作成ー（ビジネス文書の作成例）② ワードの基本操作の理解

23 Ｃｈａｐｔｅｒ５練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

24
Ｃｈａｐｔｅｒ６表を使った文書の作成ー（学習する内容・表の作
成） ワードの基本操作の理解

25 表を使った文書の作成ー（表の選択方法・表の編集） ワードの基本操作の理解

26
表を使った文書の作成ー（表の装飾・文字列から表を作成
する） ワードの基本操作の理解

27 Ｃｈａｐｔｅｒ６練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

28
Ｃｈａｐｔｅｒ７図形や画像を使った文書の作成ー（学習する内
容・図形の作成）① ワードの基本操作の理解

29 図形や画像を使った文書の作成ー（図形の作成）② ワードの基本操作の理解

30 形や画像を使った文書の作成ー（図形の編集・挿入）① ワードの基本操作の理解

31 形や画像を使った文書の作成ー（図形の編集・挿入）② ワードの基本操作の理解

32
形や画像を使った文書の作成ー（横書きテキスト　ボックス
の挿入・ワードアートの挿入） ワードの基本操作の理解

33 Ｃｈａｐｔｅｒ７練習問題・テスト ワードの基本操作の理解

34 総合学習問題・テスト 確認テスト



学　科　名 必須・選択 選択必須

学　　　年 １　年 担当教員 富田

科　目　名 第２外国語Ⅰ（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

科目到達目標：中国語検定試験　準４級取得または準４級取得程度の文法と単語の習得

定型の挨拶や簡単な会話ができるようになる。

文字をみて正しい発音ができるようになる。

授業の進め方・学習方法・課題

前期では文字の習得を主な目標とし、文字を見て発音できるように

グループワークなどを通じて行う。

後期は、日常生活に必要な単語を習得し、意思疎通に最低限必要な文法を

講義形式中心に行う。授業後半では必ず発話練習をペアワークで行う。

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　

E=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

新・ゼロから学ぶ中国語　　検定試験合格への道のり



週数 学習内容 学習のねらい

1 四声と単母音 文字、基本的な発音の習得

2 子音 子音の種類、特徴について学ぶ

3 複合母音 複合母音について学ぶ

4 鼻母音 母音の種類について学ぶ

5 ピンインのまとめ 発音のまとめ

6 数字 数字の読み方について学ぶ

7 発音とピンインの復習 発音とピンインの復習

8 第1課①　人称代名詞　名前の尋ね方と答え方 自己紹介ができる

9 第1課②　文末助詞（１） 助詞の使い方について学ぶ

10 第2課①　判断を表す文 文末の表現の違いを学ぶ

11 第2課②　副詞「也」　疑問文疑問詞 福祉の種類と特徴について学ぶ

12 第3課①　指示代名詞　「的」の用法 指示代名詞の種類について学ぶ

13 第3課②　副詞「都」 副詞について学ぶ

14 第4課①　動詞の文　所有を泡ラス「有」 動詞の特徴を習得する

15 第4課②　助動詞「想」　文末助詞（２） 買い物に必要なことを話す

16 前期　復習 1から4課までの復習

17 前期　試験 1から4課までの復習と試験

18 前期 振り返り 総まとめ

19 第5課①　助数詞　家族の呼び方 家族の呼び方の違いを学ぶ

20 第5課②　家族構成の尋ね方と答え方 時間の表現の仕組みを学ぶ

21 第6課①　形容詞の文 形容詞の文章の特徴を学ぶ

22 第6課②　反復疑問文 反復疑問文の特徴を学ぶ

23 第7課①　時刻の表現 時間の表現の方法を学ぶ

24 第7課②　前置詞（1）　連動文（1） 前置詞と文章の関連性ついてを学ぶ

25 第8課①　曜日、月日の言い方 日にちの言い方を学ぶ

26 第8課②　年齢の尋ね方と答え方 年齢の尋ね方について学ぶ

27 第9課①　選択疑問文 疑問文と選択疑問文の違い

28 第9課②　金額の言い方 お金について学ぶ

29 第10課①　存在を表す「有」と「在」 存在を表す表現を学ぶ

30 第10課②　連動文(1) フレーズを使っての日常会話を学ぶ

31 第11課①　助動詞（2） フレーズを使っての日常会話を学ぶ

32 第11課②　経験を表す文 時制について学ぶ

33 後期　復習 テキストの復習

34 後期　期末試験 後期　期末試験



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 １年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 就職実務Ⅰ 時間数 34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：就職活動に必要な自己分析、書類作成、面接指導を行う。

就活に必須のコミュニケーションやマナー全般に関する知識習得を目指す。

対面授業と遠隔授業の併用実施

授業の進め方・学習方法・課題

前半は７月２９日実施のコミュニケーション検定に向けた学習をメインする。

後半は就活の基本～実践編及び時事問題など幅広く、適職に巡り合う術を学ぶ。

対面授業と遠隔授業の併用実施

評価方法・成績評価基準

一般常識テスト40％、書類作成の理解度30％、学習意欲２0％、面接対策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　

E=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

勝つための就職ガイド　NEW SUCCESS

コミュニケーション検定（初級）ガイドブック、日経キーワード

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 就活の挑む上での考え方 希望する仕事・能力・社会のニースについて

2 コミュニケーション検定に向けて（RART１） コミュニケーションの力

3 コミュニケーション検定に向けて（RART２） 聞く力①

4 コミュニケーション検定に向けて（RART３） 聞く力②

5 コミュニケーション検定に向けて（RART４） 話す力①

6 コミュニケーション検定に向けて（RART５） 話す力②

7 コミュニケーション検定に向けて（RART６） 来客応対

8 コミュニケーション検定に向けて（RART７） 電話応対

9 コミュニケーション検定に向けて（RART８） アポイントメント

10 コミュニケーション検定に向けて（RART９） 接客・営業・クレーム対応・会議・面接

11 習熟度確認テスト① 知識試験編・PART１

12 習熟度確認テスト② 知識試験編・PART２

13 SUCCESS P6～16  就職活動の心構え 社会人と学生の違いを知る

14 SUCCESS P17～21 自己分析・自己PR 自己分析・他己分析をふまえ自己PRを考える

15 SUCCESS P24～25  自分史作成 自己ＰＲ分の基本構成作成

16 SUCCESS P27～31 職業を知る 職業観を身に付ける

17 SUCCESS P32～39 志望動機・情報収集　 職種・企業・業界研究について学ぶ

18 SUCCESS P40～P45 SNS・ハガキ　 個人情報・資料請求・書類の書き方を学ぶ

19 SUCCESS P46～48　求人票の見方①求人者②採用条件③勤務条件 求人票の見方とナローワークに関して理解する

20 SUCCESS P49～53　エントリーシート・インターンシップ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・各ｼｰﾄの記入方

21 SUCCESS P54～55　 作成書類　①履歴書の書き方①記入事項のポイント 履歴書作成に関しての注意点を学ぶ

22 SUCCESS P56～P57　作成書類・履歴書作成個人作業 履歴書を書いてみる

23 SUCCESS P58        応募書類の添え状について 添え状の書き方について学ぶ

24 最新最強の一般常識　時事問題　政治　国際情勢 筆記試験対策

25 最新最強のＳＰＩ　ＳＰＩの基礎知識　ＳＰＩ適正検査とは 筆記試験対策

26 最新最強のＳＰＩ　非言語能力問題　 筆記試験対策

27 就活で押さえておきたい時事問題①

28 就活で押さえておきたい時事問題②

29 就活で押さえておきたい時事問題③

30 就活で押さえておきたい時事問題④

31 就活で押さえておきたい時事問題⑤

32 就活で押さえておきたい時事問題②

33 就活で押さえておきたい時事問題①

34 就活で押さえておきたい時事問題②



学　科　名 トラベル観光科 必須・選択 必須

学　　　年 ２年 担当教員 矢後　達夫

科　目　名 プレゼンテーション演習 時間数 17単位時間

開講期間 後期 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

後期のプランニングコンテストや社会に活かせるプレゼンテーション力を身につける

授業の進め方・学習方法・課題

様々なプレゼンテーションを通してプレゼンテーション力を磨く

対面授業と遠隔授業の併用実施

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　

E=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

旅行会社で営業・企画・添乗・カウンター・業務渡航など多岐に渡る業務を経験。その後、異業界での勤務経験
や都内の観光系専門学校で教員実務を経て現在に至る。



週数 学習内容 学習のねらい

1 プレゼンテーションとは プレゼンテーションにおいて大切なことの理解

2 相手を動かすプレゼンテーションとは(グループワーク①) プレゼンテーションにおいて大切なことの理解

3 相手を動かすプレゼンテーションとは(グループワーク②) プレゼンテーションにおいて大切なことの理解

4 相手を動かすプレゼンテーションとは(発表①) プレゼンテーションの実践

5 相手を動かすプレゼンテーションとは(発表②) プレゼンテーションの実践

6 プレゼンテーションの振り返り プレゼンテーションの実践と振り返り

7 実践練習　口頭①　準備 プレゼンテーションの実践

8 実践練習　口頭①　発表 プレゼンテーションの実践と振り返り

9 実践練習　口頭①　発表 プレゼンテーションの実践と振り返り

10 実践練習　パワーポイント活用②　準備 プレゼンテーションの実践

11 実践練習　パワーポイント活用②　発表 プレゼンテーションの実践と振り返り

12 実践練習　パワーポイント活用②　発表 プレゼンテーションの実践と振り返り

13 相手を動かすプレゼンテーションとは 優良事例の共有

14 実践テスト　準備 プレゼンテーションの実践

15 実践テスト　準備 プレゼンテーションの実践

16 実践テスト　準備 プレゼンテーションの実践

17 実践テスト　準備 プレゼンテーションの実践

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


