
科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講義の展開計画

Unit 9 - Life's Luxuries, it isn't 
necessary to have a luxurious wedding, 54-
56

Unit 1 - Neighbors, neighbors need to find 
a compromise, 6-8

Unit 1 - Neighbors, Using  language of 
mediation, 9-11

Unit 2 - Tourism, New developments are 
good for the community, 12-14

通年

Communication Strategies 4

講義の概要
This class will focus on speaking and elaborating on points. Students will be making their own 

opinions and ideas on a wide range of topics.

G、クラスまたは専攻 1G

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅠ 演習

Jacob Pouliot ２年

英語科/トラベル科/エアライン科

Unit 9 - Life's Luxuries, avoiding 
question, 57-59

Unit 10 - Good Service, you have to fight 
for your rights, 60-62

Unit 10 - Good Service, complaining, 63-65

Unit 11 - Fans, if fans get out of control 
they should be punished, 66-68

Unit 11 - Fans, acknowledging emotions, 
69-71

Unit 12 - Strange Weather, don't leave a 
big carbon footprint, 72-74

Unit 12 - Strange Weather, expressing 
concern, 75-77

Unit 13 - Getting Older, an alternative 
point of view, 81-83

Unit 14 - Bullying, constructive 
criticism, 84-89

Unit 15 - Working 9 to 5, ending a 
conversation, 90-95

Review and practice

Oral Examination

Unit 2 - Tourism, asking critical 
questions, 15-17

Unit 3 - Media Violence, PC games are too 
violent, 18-20

Unit 3 - Media Violence, asking for 
clarification, 21-23

Unit 4 - Body Image, dieting is a waste of 
time, 24-26

Unit 13 - Getting Older, growing old 
doesn't have to be bad, 78-80

Unit 4 - Body Image, taking exception 
(casual), 27-29

Unit 5 - Cybersafe?, supporting 
statements, 30-35

Unit 6 - Modern Families, prompting for 
more information, 36-41

Unit 7 - Medicine, agreeing, 42-47

Unit 8 - Phobias, convincing and 
suggesting, 48-53

Review and practice

Oral Examination

Mid-term Examination

履修上の
 注 意

In order to pass the class students need to attend no less than 12 out of 15 classes (80%) 
and achieve a total score of 60% or higher

試験成績の
評価基準

The class score will be broken down as follows:
Class mark / behavior - 20%
Oral examination - 40%
Written examination - 40%

Final Examination



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 － 後期 －

コマ数／週 前期 － 後期 －

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 2G

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅠ 演習

William Regan ２年

Unit 2 cont. Pair practice.
Unit 8 cont. Group discussion: Strategies 
for staying healthy.

Unit 3: Advertising. Making direct and 
indirect requests.

Class Debate: The most effective way to 
stay healthy.

Unit 3 cont. Making your own 
advertisement.

Unit 9: Extreme sports. Asking not to be 
interrupted.

Unit 1: Dress code. Expressing negative 
comments diplomatically.

Unit 7: Volunteering. Asking for help and 
offering support.

Unit 1 cont. Mini speech: School uniforms.
Unit 7 cont. Pair practice: Asking for 
help.

Unit 2: Video games. Paraphrasing.
Unit 8: Health and nature. Interrupting 
someone politely.

Communications Strategies 3

講義の概要
Students will utilize pair practice, role playing,  group discussion, mini speeches, and debates to 
improve their spoken English skills. Various current topics and conversation strategies will be 
studied.

講義の展開計画

Introduction. Class rules. Getting to know 
you worksheet.

Introduction to term two. Mini speech: My 
autumn vacation.

Oral exam interviews. Oral exam interviews.

Final exam. Final exam.

履修上の
 注 意

Students are expected to attend at least 80% of classes and score a total of at least 60% 
to receive credit for this class.

Unit 5: Cell phones. Expressions to show 
you are listening.

Review of Units 7-10

Unit 5 cont. Debate: At what age should 
children have a cell phone?

Unit 11: Multiple intelligences. Strongly 
disagreeing.

Unit 6: Manners and etiquette. Making 
requests.

Unit 11 cont. Activity: Be a teacher.

Mini speech: Taking a stand.
Unit 9 cont. Mini speech: My original 
extreme sport.

Unit 4: International competitions.
Unit 10: Free education.  Conceding but 
disagreeing.

Unit 4 cont. Group discussion: Politics in 
sports.

Unit 10 cont. Pair Presentation: 
Education.

試験成績の
評価基準

Oral Interview Exam: 40%  Written Exam: 40%  Class Participation Score: 20%



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講義の展開計画

Unit 1 - Attitudes, I could never marry a 
foreigner, 8-10

Unit 9 - Women in Society, women don't 
have the same opportunities as men, 56-58

Unit 1 - Attitudes, giving advice, 11-13 Unit 9 - Women in Society, boasting, 59-61

通年

Communication Strategies 2

講義の概要
This class will focus on speaking and elaborating on points. Students will be making their own 
opinions and ideas on a wide range of topics.

Jacob Pouliot ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 3G

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅠ 演習

Unit 5 - Crime, deciding punishments, 32-
37

Unit 13 - Economics, income taxes should 
be reduced, 80-82

Unit 6 - The Environment, changing 
government policies, 38-43

Unit 13 - Economics, starting a business, 
83-85

Unit 7 - Aliens, an alien with problems, 
44-49

Unit 14 - Happiness,complaining, 86-91

Unit 3 - Health, questioning advice, 23-25 Unit 11 - Violence, making excuses, 71-73

Unit 4 - Education, teachers should let 
students learn, 26-28

Unit 12 - Politics, there should be no 
extremists, 74-76

Unit 4 - Education, helping a student, 29-
31

Unit 12 - Politics, political manifestos, 
77-79

Unit 2 - Money, money makes us greedy, 14-
16

Unit 10 - The Developing World, free trade 
makes everyone richer, 62-64

Unit 2 - Money, buying and selling, 17-19
Unit 10 - The Developing World, planning a 
factory, 65-67

Unit 3 - Health, medical care should be 
free, 20-22

Unit 11 - Violence, violent sports should 
be banned, 68-70

Mid-term Examination Final Examination

履修上の
 注 意

In order to pass the class students need to attend no less than 12 out of 15 classes (80%) 
and achieve a total score of 60% or higher

試験成績の
評価基準

The class score will be broken down as follows:
Class mark / behavior - 20%
Oral examination - 40%
Written examination - 40%

Unit 8 - History, to fight or not to 
fight, 50-55

Unit 15 - Globalization, giving a guided 
tour, 92-97

Review and practice Review and practice

Oral Examination Oral Examination



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅠ 演習

Mario Passalacqua ２年

A Friends B Beliefs

B Friends A The Future

A Free Time B The Future

Communicatin Strategies 1

講義の概要

講義の展開計画

Introductions and class flow A Beliefs

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 4G

通年

B Work A Animals

A City Life B Animals

B City Life Review

A Family B Vices

B Family A  Marriage

A Work B Marriage

B  Free Time A Transportation

A The past B Transportation

B The past A  Vices

試験成績の
評価基準

Oral exam 40%       class　２０％    Exam　４０％

Oral test Oral Test

Mid term Final exam

履修上の
 注 意



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

通年

Strange But True/Over to Our Reporter/Surprise Surprise

講義の概要
Students will improve their listening skills through a variety of exercises. Listening files will 
be accessed using individual computers.

William Regan ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 1G

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅡ 演習

S.B.T: Mary Shelley; Horror Stories
O.T.O.R: Emergency Services; Firefighters

S.B.T: Guccio Gucci; Fashion for the Rich 
O.T.O.R: Technology; Satellites in Orbit

S.B.T: Mary Shelley; Horror Stories
O.T.O.R: Emergency Services; Firefighters

S.B.T: Nelson Mandela; A Fight for 
Democracy
O.T.O.R: Natural World; Animal Rescue

S.B.T: Clint Eastwood; Hollywood Cowboy
O.T.O.R: International Smuggling

S.B.T: John Pemberton; Inventor
O.T.O.R: Air Terror; Hostage Drama

S.B.T: The story of the Titanic
O.T.O.R: Law and order; Mexican jail break

S.B.T: Van Gogh; Tortured Artist
O.T.O.R: Health; Epidemic!

S.B.T: Sir Richard Branson; Record Maker
O.T.O.R: Air Travel; Air Emergency

S.B.T: Princess Tenko; Grand Illusionist
O.T.O.R: Adventure; African Desert Trek

S.B.T: Alfred;The Man Who invented 
Dynamite
O.T.O.R: Crime; Media Piracy

S.B.T: Harland Sanders; The Fast-Food King
O.T.O.R: Shipping; Salvage!

講義の展開計画

Introductions, class rules, class 
information

Introductions, class rules, class 
information

S.B.T: Barack Obama:
O.T.O.R: Environment; South Africa oil 
spill

S.B.T: Tutankhamun; Curse of the Pharaoh
O.T.O.R: Archaeology; Cave Paintings

Exam Exam

履修上の
 注 意

Students are expected to attend at least 80% of classes and score a total of at least 60% 
to receive credit for this class.

試験成績の
評価基準

Students are assessed with a written exam (80%) A further 20% is awarded for class 
participation.

Surprise Surprise Unit 1 and 2; 
The History of Popcorn and Makeup

Surprise Surprise Unit 1 and 2; 
The History of Popcorn and Makeup

Surprise Surprise Unit 3 and 4; 
Camels(ships of the desert); History of 
Cocoa

Surprise Surprise Unit 3 and 4; 
Camels(ships of the desert); History of 
Cocoa

Pre-exam review class Pre-exam review class

S.B.T: Haruki Murakami; Ultrawriter, 
Marathon man  O.T.O.R: Maritime; Ancient 
shipwreck

S.B.T: Charles Dodgson; Down the Rabbit 
Hole
O.T.O.R: Society; Political Correctness, 

S.B.T: Charlie Chaplin; The Little Tramp
O.T.O.R: Terrorism;

S.B.T: Ernest Hemingway; Sportsman, Writer
O.T.O.R: Political; Election Campaign

S.B.T: Tiger Woods; The Phenom
O.T.O.R: Religion; Religious Talismans

S.B.T: Captain James Cook; The Great 
Explorer
O.T.O.R: Political; Election Results



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

SBT+OTOR+SS

講義の概要
A listening course designed to help train students' ears to catch the nuances of native speaking. 
The course will cover a variety of listening activities spanning three books.

講義の展開計画

Introduction to the class, ice breakers 
and learning the system

Strange But True (SBT) - Tutankhamun / 
Vincent Van Gogh

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 2G

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅡ 演習

Jacob Pouliot ２年

Strange But True (SBT) - Clint Eastwood / 
Haruki /Murakami

Strange But True (SBT) - John Pemberton / 
Charles Dodgson

Surprise Surprise (SS) - Popcorn / Make-up
Over to Our Reporter (OTOR) - Hijack drama 
in Turkey / Traditional treat under threat

Over to Our Reporter (OTOR) - Dog smuggles 
drugs into US / Treasures of the South 
China Sea

Surprise Surprise (SS) - The Umbrella / 
Tea

Over to Our Reporter (OTOR) - Lucky escape 
in Tegucigalpa / Fake goods seized in 
China

Strange But True (SBT) - Guccio Gucci / 
Nelson Mandela

Strange But True (SBT) - Mary Shelly / 
Charles Schulz

Over to Our Reporter (OTOR) - Blast off! / 
Baby hippo rescued

Over to Our Reporter (OTOR) - Tokyo 
firefighters in hot water / Quake rocks 
Indonesia

Surprise Surprise (SS) - The escalator / 
Soccer

Strange But True (SBT) - Barack Obama / 
The Titanic

Over to Our Reporter (OTOR) - Cave 
paintings in France / Outbreak of Bird Flu

Over to Our Reporter (OTOR) - Oil 
threatens cape penguins / Jail break in 
Mexico

Strange But True (SBT) - Princess Tenko / 
Harland Sanders

Strange But True (SBT) - Sir Richard 
Branson / Alfred

Over to Our Reporter (OTOR) - African 
Desert Trek / Bulk Star runs aground

試験成績の
評価基準

The class score will be broken down as follows:
Class mark / behavior - 20%
Examination - 80%

Review and mid-term exam preparation Review and final exam preparation

Mid-term Examination Final Examination

履修上の
 注 意

In order to pass the class students need to attend no less than 12 out of 15 classes (80%) 
and achieve a total score of 60% or higher

Strange But True (SBT) - Charlie Chaplin / 
Tiger Woods

Over to Our Reporter (OTOR) - Election 
called in Zambique / Shock election 
results in Zambique

Over to Our Reporter (OTOR) - Infighting 
in Iraq / Thai good luck charms

Strange But True (SBT) - Ernest Hemingway 
/ Captain James Cook

Surprise Surprise (SS) - The camel / 
Chocolate

Surprise Surprise (SS) - The Vacuum 
cleaner / The Marathon



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

English CommunicationⅡ 演習

Points of View (POV) Unit 1: Dogs
CCG Unit 12: Western religions  POV Unit 
12: Uniforms at work

CCG Unit 2: Do you have a part time job?
CCG Unit 13: Romance and dating POV Unit 
13: Technology

POV Unit 2: TV - Information or 
entertainment?

CCG Unit 14: Christmas customs POV Unit 
14: The environment

講義の展開計画

Introductions. Using a computer for 
listening. USB organization.

CCG Unit 11: Spectator sports in the 
United States.

Closing the Culture Gap (CCG) Unit 1: 
Getting married.

POV Unit 11: The pros and cons of 
international marriages.

通年

20 years of teaching listening skills using computers

Closing the Culture Gap / Points of View / Surprise Surprise

講義の概要
Students will improve their listening skills through a variety of exercises. Listening 
files will be accessed using individual computers.

George Macnaughton ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 3G

CCG Unit 9: Living at home. POV Unit 9: 
Cars in the city center

POV Unit 20: Problems with being 
overweight.

CCG Unit 10: Breakfast habits POV Unit 10: 
Vacations in Tokyo

Review of CCG and POV Units 11-20.

Review of CCG and POV Units 1-10 Exam review and hints

CCG Unit 6: Living at college POV Unit 6: 
Make-up at school

CCG Unit 18: The high school prom POV Unit 
18: Paparazzi

CCG Unit 7: National holidays  POV Unit 7: 
Bullying at school

CCG Unit 19: Newspapers and the media  POV 
Unit 19: The Olympics

CCG Unit 8: Being a volunteer POV Unit 8: 
The capital city

CCG Unit 20: Politically correct language.

CCG Unit 3: TV stations and programs. POV 
Unit 3: Jukus

CCG Unit 15: Family time POV Unit 15: Who 
does the housework?

CCG Unit 4: Common superstitions POV Unit 
4: Kindergarten English

CCG Unit 16: Discipline at school POV Unit 
16: Old age

CCG Unit 5: Movies and theaters POV Unit 
5: Pachinko in Japan

CCG Unit 17: Online shopping POV Unit 17: 
Smoking and freedom

Final exam Final exam

履修上の
 注 意

Students are expected to attend at least 75% of classes and score at least 60% total to 
receive credit for this course.

試験成績の
評価基準

Written (listening) exam: 80%  Class participation score: 20%



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）

Points of View (POV) Unit 1: Dogs
CCG Unit 12: Western religions  POV Unit 
12: Uniforms at work

CCG Unit 2: Do you have a part time job?
CCG Unit 13: Romance and dating POV Unit 
13: Technology

POV Unit 2: TV - Information or 
entertainment?

CCG Unit 14: Christmas customs POV Unit 
14: The environment

講義の概要
Students will improve their listening skills through a variety of exercises. Listening files will 
be accessed using individual computers.

講義の展開計画

Introductions. Using a computer for 
listening. USB organization.

CCG Unit 11: Spectator sports in the 
United States.

Closing the Culture Gap (CCG) Unit 1: 
Getting married.

POV Unit 11: The pros and cons of 
international marriages.

Closing the Culture Gap (McMillan)  Points of View (McMillan)

2022年度

William Regan ２年

英語科/トラベル科/エアライン科

English CommunicationⅡ 演習

G、クラスまたは専攻 4G

通年

Final exam Final exam

CCG Unit 9: Living at home. POV Unit 9: 
Cars in the city center

POV Unit 20: Problems with being 
overweight.

CCG Unit 10: Breakfast habits POV Unit 10: 
Vacations in Tokyo

Review of CCG and POV Units 11-20.

Review of CCG and POV Units 1-10 Exam review and hints

CCG Unit 6: Living at college POV Unit 6: 
Make-up at school

CCG Unit 18: The high school prom POV Unit 
18: Paparazzi

CCG Unit 7: National holidays  POV Unit 7: 
Bullying at school

CCG Unit 19: Newspapers and the media  POV 
Unit 19: The Olympics

CCG Unit 8: Being a volunteer POV Unit 8: 
The capital city

CCG Unit 20: Politically correct language.

CCG Unit 3: TV stations and programs. POV 
Unit 3: Jukus

CCG Unit 15: Family time POV Unit 15: Who 
does the housework?

CCG Unit 4: Common superstitions POV Unit 
4: Kindergarten English

CCG Unit 16: Discipline at school POV Unit 
16: Old age

CCG Unit 5: Movies and theaters POV Unit 
5: Pachinko in Japan

CCG Unit 17: Online shopping POV Unit 17: 
Smoking and freedom

履修上の
 注 意

Students are expected to attend at least 75% of classes and score at least 60% total to 
receive credit for this course.

試験成績の
評価基準

Written (listening) exam: 80%  Class participation score: 20%



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

通年

公式TOEIC Listening & Reading 問題集  / TOEIC L&R 出る単特急 / 副教材（独自の文法プリント）

講義の概要
①スピード、ボリューム、ボキャブラリー等 TOEICのテストに太刀打ち出来る力を付ける。②音声の変化のルールを理解
する。聞き取りのためだけでなく、自分の発話もより自然な音声に近づける。③TOEICの得点を上げると共に、各自の英語
の運用能力にも伸びが見られるよう、総合的な力を身につけていく。

京極理恵 2年

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　L 講義と演習

Review Test : Part IV  /  Test 1　Part IV(後
半)/補助教材 : Custom “Horseshoes”

Review Test : Part IV  /  Test 2　Part IV(後
半)/ビジネス用語200 / Custom “Bless you”

《 実践問題　１回分…別教材より 》
《 実践問題　１回分…別教材より 》Review Test : 
Part IV/ビジネス用語200 / Idioms　⑦

《 実践問題　Review 》 《 実践問題　Review 》

Test 1　Part III/補助教材 : Idioms Test 2　Part III/ビジネス用語200 / Idiom　⑤

Review Test : Part III /Test 1  Part II/補助教
材 : Custom “Shake hands”

Review Test : Part III  / Test 2  Part IIビジネ
ス用語200 / Custom “Mark X for Kisses”

Review Test : Part II  /  Test 1　Part I +IV(前
半)/補助教材 : Idioms　②

Review Test : Part II  /  Test 2　Part I +IV(前
半)/ビジネス用語200 / Idioms　⑥

講義の展開計画

Introduction /“Warming Up for TOEIC” 集中力度
Quiz/ 音慣れ度Quiz

“Warming Up for TOEIC” Part III (別教材より）

Review Test : 集中力度Quiz (Part II)/補助教材 : 
Custom “Knock on wood”

Review Test : Part III/ビジネス用語200 / Custom 
“Cross One’s Finger”

《 前期期末試験》 《 後期期末試験》

Review Test : Part IV/補助教材 : Idioms　③  実践問題（別教材より）

実践問題（別教材より)/補助教材 : Idioms　④  実践問題（別教材より）

実践問題（別教材より）  実践問題（別教材より）/Idiom　⑧

《 模擬テスト 》　 IP Test に向けて 《 模擬テスト 》

 Review : 模擬テスト① Review : 模擬テスト①

 IP Test IP TEST

履修上の
 注 意

基本毎回のクラスで「金のフレーズ」を扱うので、常に携帯し、指定された箇所を見ておくこと。

授業で扱った問題は必ず復習テストがある。(目標点数に達しない場合、課題あり)。

丁寧な解説よりも量を解くことに主眼を置くので、常日頃から自主学習を心掛ける。

試験成績の
評価基準

基本的には期末試験の点数そのものを成績評価とするが、必要に応じて平常点を加味する。



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

公式問題集8　/  金のフレーズ

講義の概要
This course introduces students to learn how to train themselves for the listening part of the 
TOEIC test.

講義の展開計画

orientation orientation

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　L 講義＆演習

根子　さつき ２年

mock exam quiz 7  /  listening training 7

mock exam review quiz 8  /  listening training 8

IP test quiz 9  /  listening training 9

quiz 4 / listening training 4 quiz 4  /  listening training 4

quiz 5 / listening training 5 quiz 5  /  listening training 5

quiz 6 / listening training 6 quiz 6 /  listening training 6

quiz 1 / listening training 1 quiz 1  /  listening training 1

quiz 2 / listening training 2 quiz 2  /  listening training 2

quiz 3 / listening training 3 quiz 3  /  listening training 3

試験成績の
評価基準

how much you take part in the training  /  quiz  /  the final exam

preparation for the final exam preparation for the final exam

the final exam the final exam

履修上の
 注 意

Be sure to bring your dictionary.

quiz 7 / listening training 7 DVD appreciation

quiz 8 / listening training 8 quiz 10  /  listening training10

quiz 9 / listening training 9 quiz 11 /  listening training 11



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　L 講義＆演習

Word test 2
Text: Part 2 (1)

Word test 12
Text: Part 2 (1)

Word test 3
Review, Text Part 3 (1)

Word test 13
Review, Text Part 3 (1)

Word test 4
Review, Text Part 3 (2)

Word test 14
Review, Text Part 3 (2)

講義の展開計画

Introduction, T's Listening Quiz no.1 Introduction, T's Listening Quiz no.2

Word test 1
Text: Part 1, 2, 3, 4 (Test 1)

Word test 11
Text: Part 1, 2, 3, 4 (Test 2)

通年

①公式TOEIC L&R 問題集８　
②TOEIC L&R 金のフレーズ

講義の概要
英語のリスニング力を伸ばすために様々なトレーニングを行い、TOEICのスコアを上げる方法を学ぶ授業です。
Over-wrapping, Shadowing, Dictationをメインに様々なトレーニング方法でリスニング力をつけていくと同時に、
既習表現の繰り返しで発信する能力もつけていきます。

近江　貞子 ２年

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ③

Word test 9
Review, Text Part 3 (3)

Word test 19
Review, Text Part 3 (3)

Word test 10
Review, Text Part 4 (3)

Word test 20
Review, Text Part 4 (3)

Review all, Q & A Review all, Q & A

Word test 7
TOEIC 模試　解説

Word test 17
TOEIC 模試　解説

TOEIC IP TOEIC IP

Word test 8
Review, Text Part 2 (2)

Word test 18
Review, Text Part 2 (2)

Word test 5
Review, Text Part 4 (1)

Word test 15
Review, Text Part 4 (1)

Word test 6
Review, Text Part 4 (2)

Word test 16
Review, Text Part 4 (2)

TOEIC 模試 TOEIC 模試

前期末試験、解説 後期末試験、解説

履修上の
 注 意

上記は進捗状況に合わせて変更もあり得ることをご承知ください。既習事項は何度も聴き、音読筆写、
Shadowingなどでしっかり復習しましょう。受け身の学習姿勢では向上しないので疑問点があれば積極的に質問
してください。

試験成績の
評価基準

筆記試験 60％、Word Test 20％、平常点（宿題・授業への貢献・課題提出等）20％



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第5回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ④

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　L 講義＆演習

藤田　好子 ２年

金フレ単語テスト　④　　Unit 3  eating  
part 1 2

金フレ単語テスト　④　Unit　7　 　part 
３，４

金フレ単語テスト　⑤　　 Unit 3   part 3, 
4

金フレ単語テスト　⑤　Unit 8　　medical  
part 1,2

金フレ単語テスト　⑥　Unit 4　business  
part 1, 2

金フレ単語テスト　⑥　Unit 8 　 part 3,4

金フレ単語テスト①　Unit 1 part 1-4 金フレ単語テスト①　Unit 6  socializing

金フレ単語テスト②　Unit 2　instructions  
part 1&2

金フレ単語テスト　②　Unit 6 　part 3 4

金フレ単語テスト　③　　Unit 2 　part 3 4 金フレ単語テスト　③　Unit 7　　invitation

start up course for the TOEIC  LR TEST  出る単特急金のフレーズ　副教材公式問題集８

講義の概要
TOEIC　LR　　リスニングの対策として通訳メソッド（音読、リピーティング、シャドーイング）を用いたト
レーニングを行う。　またTOEIC 頻出語彙の強化を行う。

講義の展開計画

オリエンテーション　音声DL　Unit 1 part 1　
transportation

金フレ単語テスト　summer view  Unit 5  
part 3,4

金フレ単語　期末試験用　review 金フレ単語テスト　期末試験用　review

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

金のフレーズのDLした音声を聞いて復習をすること。　各単語を丁寧に学習し運用力をつけること。

TOEIC 模試　復習 TOEIC IP

TOEIC IP
金フレ単語テスト　⑦　Unit 9  culture  
part 1,2

金フレ単語テスト　⑧　Unit 5　
communication

金フレ単語テスト　⑧　　Unit 9  part 3,4

金フレ単語テスト　⑦　unit 4  part 3,4 TOEIC 形式練習問題　公式８

TOEIC k形式練習問題　公式８ TOEIC 模試

TOEIC 模試 TOEIC 模試　復習

試験成績の
評価基準

期末試験　80点　　　平常点　20点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講義の展開計画

Introduction/“Warming Up for TOEIC”  英語感度Quiz
“Warming Up for TOEIC”  英語感度Quiz / passage(短め

のもの）

Grammar Point 1(品詞・文の成り立ち) / Review 

“Warming Up for TOEIC”  英語感度Quiz

Grammar Point (比較)/passage(短めのもの）

通年

無

公式TOEIC Listening & Reading 問題集  / 副教材（独自の文法プリント）

講義の概要
１．文法の理解を深め、TOEICの文法の出題形式に慣れる。   ２．説明文・手紙文から正確な情報を読み取る力を養う。  
３．TOEICの得点を上げると共に、英語の運用能力も伸ばし、総合的な力を身につけていく。

京極理恵 2年

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　R 講義と演習

《 模擬テスト 》　 IP Test に向けて 《 模擬テスト 》

 Review : 模擬テスト①  Review : 模擬テスト①

 IP Test  IP TEST

Passage(double)/ Part V Part V/passage(double）

Passage(triple)/ Part V Part V/passage(double）

Passage(triple)/Grammar Points (使役動詞・知覚動詞) 《 実践問題　Review 》

Grammar Point 1(品詞・文の成り立ち)/The Cat 

Story(リーディング速度測定)

Grammar Point (比較)/passage(triple)

Grammar Point 2(時制・数の決定)/ Passage(短めのもの)
Grammar Point (形容詞・副詞)/ Review “Warming Up for 

TOEIC”  英語感度Quiz

Grammar Point 2(時制・数の決定)/ Passage(double) Grammar Point (形容詞・副詞)/passage(triple）

《 前期期末試験 》 《 後期期末試験 》

履修上の
 注 意

文法の問題に関しては、授業で必ずReview testsがあるので、欠席してもどこを勉強しておくのか確認しておくこと。受け身で勉強するこ
となく、常日頃すべてを自分の英語力向上につなげる意識を持って授業に臨むこと。

試験成績の
評価基準

基本的には期末試験の点数そのものを成績評価とするが、必要に応じて平常点を加味する。

Grammar Points (使役動詞・知覚動詞) Grammar Point (仮定法)/passage(短めのもの)

Grammar Points(不定詞・分詞・動名詞)/ Passage(長めの

もの)

Grammar Point (仮定法)/passage(短めのもの)

Grammar Points(不定詞・分詞・動名詞) Grammar Point (予備)/passage



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　R 講義＆演習

根子　さつき ２年

IP test

quiz 1  /  training 1 quiz 1   /   training 1

quiz 2  /  training 2

quiz 3  /  training 3

quiz 4  /  training 4

公式問題集　8　　/    金のフレーズ

講義の概要
This course aims to allow students to build confidence in answering the multiple-choice questions 
in the reading part of the TOEIC test.

講義の展開計画

orientation orientation

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

試験成績の
評価基準

quiz / the final exam / work to be submitted

quiz 2   /   training 2

quiz 3   /   training 3

quiz 4   /   training 4

quiz 5   /   training 5

quiz 6   /   training 6

quiz 7   /   training 7

quiz 8   /  training 8

quiz 9   /   training 9

DVD appreciation

preparation for the final exam preparation for the final exam

the final exam the final exam

履修上の
 注 意

Be sure to bring your dictionary.

quiz 7  /  training 7

quiz 8  /  training 8 quiz 10   /   training 10

quiz 9  /  training 9 quiz 11   /   training 11

quiz 5  /  training 5

quiz 6  /  training 6

mock exam

mock exam review



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　R 講義＆演習

近江　貞子 ２年

TOEIC IP

Review, Text Part 5(Test 1) (1), 品詞問題
確認

Review, Text Part 5(Test 2)
 "TOEIC Reading Practice" Ex.4

Review, Text Part 5 (2)
 "TOEIC Reading Practice"品詞問題EX.1

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice"Ex.1 解説

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice"Ex.1 解説(2)

①公式TOEIC L&R 問題集８　
②教師作成プリント"TOEIC Reading Practice"

講義の概要
文法項目を確認しつつTOEIC Reading Partの解法を学び、スコアを伸ばすための授業です。Testing ponitを意
識しながら問題を解き、曖昧な部分を無くして英語全体の理解を深めていきます。授業を通して自学自習の方
法も確立出来る様に進めていきます。

講義の展開計画

Introduction, T's Reading Quiz no.1 Introduction, T's Reading Quiz no.2

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ③

通年

試験成績の
評価基準

筆記試験８０％、平常点（宿題・授業への貢献・課題提出等）２０％

Review, Text Part 5解説
 "TOEIC Reading Practice" Ex.4解説

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice"Ex.5

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice"Ex.5 解説

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice"Ex.6

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" Ex.6 解説

TOEIC 模試

TOEIC 模試　解説

TOEIC IP

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" Ex.7 & 解説

Review all, Q & A Review all, Q & A

前期末試験、解説 後期末試験、解説

履修上の
 注 意

上記は進捗状況に合わせて変更もあり得ることをご承知ください。１時間当たりの問題数はかなり多いのでしっ
かり復習して欲しいです。受け身の学習姿勢では向上しないので疑問点があれば積極的に質問しましょう。

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice" Ex.3

Review, Text Part 6
 "TOEIC Reading Practice" Ex.3解説

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" Ex.8 & 解説

Review all, Q & A
Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" E.x9 & 解説

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" Ex.2

Review, Text Part 7
 "TOEIC Reading Practice" Ex.2解説

TOEIC 模試

TOEIC 模試　解説



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第1回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　R 講義＆演習

藤田　好子 ２年

テキスト　Unit 1 　時制、進行形、part 5-7 テキスト　unit 11 完了形

テキスト　unit 2 完了形　態　part 5-7 テキスト　unit 12  複数文書

テキスト　unit 3 分の構造　part 5 -7 テキスト　Extra Test 1 discussion

start up course for the TOEIC LR test  /  出る文法　スピードマスター　（副教材）

講義の概要 TOEIC LR reading  part 5-7 の対策として語彙、文法、読解力を行う。

講義の展開計画

オリエンテーション　テキストについて　Unit 
1 　時制ー現在形　自分の例文を作る

テキストunit 10 接続詞　分詞構文

英語科/トラベル科/エアライン科/ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 ④

通年

TOEIC 模試　復習 TOEIC IP

TOEIC IP part 5  演習　出る文法　スピードマスター

テキスト　Unit 8  複数文書 part 5  演習　出る文法　スピードマスター

テキスト　unit 7 副詞 模試形式練習問題

模試形式練習問題 TOEIC 模試

TOEIC模試 TOEIC 模試　復習

テキスト　unit 4 複数文書 テキスト　　Extra 　Test  2 Message chain

テキスト　unit 5  形容詞 テキスト　　Extra 　Test  ３　　複数文書

テキスト　Unit 6  不定詞　分詞　動名詞 テキスト　Extra Test 4  複数文書

試験成績の
評価基準

期末試験　80点　　　平常点　２０点

テキスト　unit 9  仮定法 part 5  演習　出る文法　スピードマスター

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

通年

Message Dilivered

講義の概要 一年次の英検で学習した英作文の書き方を踏まえ、目的別の書き方を学び、プレゼンテーションに生かす。

佐久間　洋子 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　RW 演習

R::Summary 練習（その２） R:概要訳の練習その２

⑤Listing（AIの長所：短所） ⑩Problem　Solution　（各自テーマ設定）

⑥Chronological Order(伝記）
⑩Problem　Solution　（各自テーマ設定）そ
の２

③supporting sentences ⑨Cause & Effects

④concluding sentence ⑨Cause & Effects 続き

R::Summary 練習（英検またはネット上素材使
用）

R:概要訳の練習

講義の展開計画

Introduction/ ①パラグラフの構造
（MyHobby）

Comparison＆Contrast　（デジタルとアナロ
グ）

②topic sentence
Comparison＆Contrast　（デジタルとアナロ
グ）発表

前期末試験 学年末試験

履修上の
 注 意

段階的に書く力を伸ばす授業なので、しっかりテーマを把握すること。

試験成績の
評価基準

プレゼンテーション５割　R５割

⑦Classification（People) ⑩上記プレゼンテーション２

⑦Classification（People)発表 Movie Day (可能な場合）

前期末試験準備 学年末試験準備

⑥Chronological Order(伝記）⑤⑥発表 ⑩Problem　Solution　その３

R:コメントを書く（身の上相談の素材使用） ⑩Problem　Solution　その４

R:コメントその２ ⑩上記プレゼンテーション１



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第6回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

Reading-準一級過去問題　　　　　　Writing - Message Delivered Intermediate

講義の概要
過去問題の演習により準一級レベルのreading 力を養成する。　英文パラグラフを作成するための書式と構成
を学び、論理的な英文を書くトレーニングを行う。

講義の展開計画

オリエンテーション　Unit 1 　　パラグラフ
とは何か

reading 6   New Zealand Pest Control

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　RW 講義＆演習

藤田　好子 ２年

Unit 6　　time order で読みやすく reading  9  medical voluntourism

reading 3   Easter Island Unit 12  presentation  ( body )

Unit 7  classification でわかりやすく reading  10  Teaching Approach

reading 1   wrestling with regulation reading 8  pollution in Portland

Unit 5  listing とexample reading 8  pollution in Portland

reading 2  Minimalism
Unit 11  presentation ( intro )  発表の仕
方

Unti 2  topic sentence を決める Unit 9　　　cause & effect を効果的に使う

Unit 3　　topic とsupporting の関係 reading 7  Maple Syrup Federation

Unit 4  concluding で結ぶ Unit 10  problem -solution

試験成績の
評価基準

期末試験　reading 40点　　writing 40 点　　　　　平常点20点

writing, reading, の復習＆期末試験準備 writing, reading の復習＆期末試験準備

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

writing の課題は必ず提出すること。

reading  4  Young People Unit 13　presentaion  ( conclusion )

Unit 8 comparison でめりはりを Unit 14 　Evaluation

reading  5  Airplanes and Germs reading 11  orange peels



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第4回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　RW 講義＆演習

白幡仁美 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ③

通年

Message　Delivered～Intermediate～

講義の概要 英語の基礎となる事項を確認しつつ、Reading（読解）とWriting（英作文）の技術の向上を目指す。

講義の展開計画

Introduction Unit 6 町の歴史や未来について考えてみよう

Unit 1　　　Paragraph の構造 Unit 6  Writing

Unit　 1　　　　　Writing Unit 7 食べ物を分類する

Unit  2　　　　　Topic Sentence とは Unit 7  Writing

Unit 2　　　　　Writing Newspaper Article Reading

Newspaper Article Reading Unit 8 二つの国の類似点と相違点について

Unit 3　Supporting Sentenceとは Unit 8 Writing

Unit 3  Writing Unit 9 社会の変化について書く

Unit 4 Concluding Sentenceとは Unit 9 Writing

Unit ４　Writing Newspaper Article Reading

Newspaper Article Reading Unit 10 社会課題の解決策について考える

Unit 5 人や物について説明する Unit 10 Writing

Unit 5　Writing Newspaper Article Reading

総まとめ復習 総まとめ復習

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

授業中に出されたWritingの課題は必ず提出すること。課題点として評価します。

試験成績の
評価基準

平常点20点（課題点を含む）+筆記テスト８０点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　RW 演習

大久保　泉 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ④

通年

Message Delivered Lower Intermediate						

講義の概要
パラグラフライティング、エッセイの基本構造を学び、論理的な文章が書けるように指導します。後期はプレ
ゼンテーション能力を培い、他者のプレゼンテーションへの効果的なフィードバック方法を学びます。						

講義の展開計画

パラグラフライティング　基礎① Informative Presentation①

パラグラフライティング　基礎② Informative Presentation②

パラグラフライティング　基礎③ Informative Presentation③

パラグラフライティング　基礎④ Informative Presentation③

パラグラフライティング　基礎⑤ Persuasive Presentation①

パラグラフライティング　基礎⑥ Persuasive Presentation②

クリティカルリーディング基礎① Persuasive Presentation③

クリティカルリーディング基礎② Persuasive Presentation④

クリティカルリーディング基礎③ エバリュエーション①

クリティカルリーディング基礎④ エバリュエーション②

クリティカルリーディング基礎⑤ エバリュエーション③

クリティカルリーディング基礎⑥ エバリュエーション④

プレゼンテーション①　期末テスト プレゼンテーション③　期末テスト

プレゼンテーション②　期末テスト プレゼンテーション④　期末テスト

ライティング　期末テスト ライティング　期末テスト

履修上の
 注 意

プレゼンテーションの機会を多く設けます。準備をして授業に参加してください。						

試験成績の
評価基準

筆記試験（60％）、プレゼンテーション（40％）						



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　LS 講義＆演習

藤田好子 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ①

通年

Listening -英検準一級リスニング問題　　　Speaking - opinion 1100 　ver2

講義の概要
Listening  - 準一級問題演習と音読、リピーティング、シャドーイング等のトレーニングメソッドによりアカ
デミックリスニングの力を養成する.　　　Speaking- ディベートのトレーニングを通して論理的な文章の作
成、アウトプット力の養成を行う。

講義の展開計画

オリエンテーション　/ e-books vs printed 
books

Listening Unit 2  /  ambulance fee

Listening 　Unit 1 / e-bookd vs printed 
books

Listening Unit 2 review / ambulance fee

Listening Unit 2  / day care facility Listening Unit 3 / Hosting the Olympics

Listening Unit 2  review  / day care 
facility

Listening Unit 4 / work from homes

Listening Unit 3 /  save energy Listening unit 5 /  organ transplants

Listening Unit 3 review / to save energy Listening captor 4 Unit 1 / priority seat

Listening Unit  4 / paternity leave
Listening  unit 2 /  cost of higher 
education

Listening   Unit  4 review /  should take 
paternity leave

Listening Unit 3 / foreign workers

Listening Unit 5 /  mandatory retirement Listening  Unit 4 /  editing genes

Listening Unit 5 review / mandatory 
retirement

Listeniing   Unit 5 /  assisted suicide

Listening Unit 6 / juvenile criminals Listening Unit 6 /  death penalty

Listening  Unit 6  review /  juvenile 
criminals

Listening TOEFL 模試　 / lay judge system

Listening chaptor 3  Unit 1 / pet boom Listening TOEFL 模試　/ renewable energy

前期末試験　Interview Test 前期末試験　interview test

前期末試験 全期末試験

履修上の
 注 意

考える習慣をつけること。　相手の意見をよく聞くことを心掛ける。

試験成績の
評価基準

期末試験　Listening 40点　speaking 40点　平常点　20点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　LS 演習

佐久間　洋子 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

Opinion 1100

講義の概要
リスニング力と、スピーキング力を強化する。リスニングは毎回ネット教材。スピーキングはオピニオン１１
００の時事素材について語る。

講義の展開計画

Listening⓵オピニオンE-Book1
Listening ⑬オピニオンPay to use 
ambulances?

Listening②オピニオンE-Book（意見発表）
Listening ⑭オピニオンPay to use 
ambulances?

Listening③オピニオンdaycare facility 1 Listening ⑮オピニオンOrgan Transplants

Listening ④オピニオンdaycare facility  
(意見発表）

Listening ⑯オピニオンOrgan Transplants
（意見）

Listening ⑤オピニオンSaving energy 1 Listening ⑰オピニオンPriority seats

Listening ⓺オピニオンSaving energy (意見
発表）

Listening ⑱オピニオンPriority seats (意
見）

Listening⑦（英検）オピニオンPaternity 
Leave 1

Listening⑲ （英検）他

Listening ⑧オピニオンPaternity leave（意
見発表）

Listening ⑳オピニオン自給率１

Listening⑨オピニオンMandatory retirement 
1

Listening ㉑オピニオン自給率２

Listening⑩オピニオンMandatory retirement 
(意見）

Listening㉒オピニオン自給率（意見）

Movie　Day Movie　Day

Listening⑪オピニオンjuvenile criminals 1 Listening㉓オピニオンCost of education

Listening ⑫オピニオンjuvenile criminals 
(意見）

Listening ㉔オピニオン　Cost　of education

前期末試験準備 学年末試験準備

前期末試験 学年末試験

履修上の
 注 意

自分の意見を表現することが多いので、臆せず取り組んで下さい。

試験成績の
評価基準

意見表明（プレゼンテーション）５割　定期試験５割



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　LS 演習

大久保　泉 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ③

通年

Two Sides to Every Discussion  2					

講義の概要
英文の基本構造を学び、論理的に伝えるスキルを構築します。スピーチ暗唱、プレゼンテーションを通してス
ピーキング力、他者のプレゼンテーションへの効果的なフィードバックを学ぶことによりアクティブリスニン
グ力を鍛えます。			

講義の展開計画

ディスカッションとは アクティブリスニング①

異文化間のコミュニケーションの違い アクティブリスニング②

クリティカルシンキング① アクティブリスニング③

クリティカルシンキング② スピーチ暗唱①

ディスカッション演習① スピーチ暗唱②

ディスカッション演習② スピーチ暗唱③

ディスカッション演習③ スピーチ暗唱④

ディスカッション演習④ エバリュエーション概要

プレゼンテーション概要 エバリュエーション実践①

プレゼンテーション実践① エバリュエーション実践②

プレゼンテーション実践② エバリュエーション実践③

プレゼンテーション実践③ エバリュエーション実践④

プレゼンテーション①　期末テスト エバリュエーション①　期末テスト

プレゼンテーション②　期末テスト エバリュエーション②　期末テスト

期末テスト

履修上の
 注 意

プレゼンテーションの機会を多く設けます。準備をして授業に参加してください。						

試験成績の
評価基準

筆記試験（60％）、プレゼンテーション、エバリュエーション（40％）						

期末テスト



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英語　LS 講義＆演習

白幡仁美 ２年

英語科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 ④

通年

Two Sides to Every Discussion　2⃣

講義の概要 身近な話題についての賛成意見、反対意見を考えて英語で発信できるようにする。

講義の展開計画

Introduction Unit 13　April Fool’Day in Japan

Unit 1　Shared　Housing VS. Living Alone Unit 13　April Fool’Day in Japan

Unit 1　Shared　Housing VS. Living Alone Listening Practice ＆Speaking

Unit 2　Studying ina Café vs. Home Unit 1４　Summer-Vacation Assignments

Unit 2　Studying ina Café vs. Home Unit 1４　Summer-Vacation Assignments

Listening Practice & Speaking Unit 17　Smartphone Lock Screens

Unit 5 25/7 Convenience Stores Unit 17　Smartphone Lock Screens

Unit 5 25/7 Convenience Stores Listening Practice ＆Speaking

Unit 9 Domestic Trip vs. Abroad Unit 18　YouTube vs. Bricks-and-Mortar

Unit 9 Domestic Trip vs. Abroad Unit 18　YouTube vs. Bricks-and-Mortar

Listening Practice & Speaking Listening Practice ＆Speaking

Unit 11 More Foreign Visitors Unit １９　Internet　vs. Normal TV

Unit 11 More Foreign Visitors Unit 19 Internet vs.Normal TV

まとめの総復習 まとめの総復習

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

できるだけ欠席しないようにすること。

試験成績の
評価基準

平常点20点+実技試験20点+筆記試験６０点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキル 演習

菅原　敏夫 ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 1G

通年

仙台市主催の「仙台ITセミナー」でMicrosoft Word/Excelの講師経験あり

①Excel2019クイックマスター(基本編)
②2019対応 Excel表計算処理技能認定試験 3級問題集
③Excel2019ドリル

講義の概要

基本的なワークシートの作成、グラフ、データベースの機能を中心に学習し、Excelの基本操作を確実に身につ
ける。また、実用例を学習することによりExcelをより便利に、そして高度に活用していくすべをマスターし、
サーティファイ主催「Excel表計算処理技能認定試験3級」のレベルを知り、答練練習を繰り返すことで資格取
得を目指す。

講義の展開計画

オリエンテーション　①Chapter 1 ②練習問題3

①Chapter 1 - ②Chapter 2 ②模擬問題1

①Chapter 2 - ①Chapter 3 ②模擬問題2

①Chapter 3 ②模擬問題3

①Chapter 4 ②模擬問題4

①Chapter 5 ②模擬問題5

①Chapter 5 ②模擬問題6

①Chapter 6 - ①Chapter 7 ②模擬問題7

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①総合学習問題 ③Excel2019ドリル

①練習問題1 ②受験プログラム体験用

①練習問題2 ②受験プログラム体験用

期末試験对策 期末試験对策

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

実習に必要な持ち物(テキスト、USBメモリ、筆記用具など)を準備すること
（忘れた場合は減点対象とする）

試験成績の
評価基準

規定に準じつつ課題の提出状況と平常点を加味し、実技試験との合計点を評価基準とする
（評価の割合分配:課題提出:20%、平常点20%、定期試験60%）



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキル 演習

菅原　敏夫 ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 2G

通年

仙台市主催の「仙台ITセミナー」でMicrosoft Word/Excelの講師経験あり

①Excel2019クイックマスター(基本編)
②2019対応 Excel表計算処理技能認定試験 3級問題集
③Excel2019ドリル

講義の概要

基本的なワークシートの作成、グラフ、データベースの機能を中心に学習し、Excelの基本操作を確実に身につ
ける。また、実用例を学習することによりExcelをより便利に、そして高度に活用していくすべをマスターし、
サーティファイ主催「Excel表計算処理技能認定試験3級」のレベルを知り、答練練習を繰り返すことで資格取
得を目指す。

講義の展開計画

オリエンテーション　①Chapter 1 ②練習問題3

①Chapter 1 - ②Chapter 2 ②模擬問題1

①Chapter 2 - ①Chapter 3 ②模擬問題2

①Chapter 3 ②模擬問題3

①Chapter 4 ②模擬問題4

①Chapter 5 ②模擬問題5

①Chapter 5 ②模擬問題6

①Chapter 6 - ①Chapter 7 ②模擬問題7

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①総合学習問題 ③Excel2019ドリル

①練習問題1 ②受験プログラム体験用

①練習問題2 ②受験プログラム体験用

期末試験对策 期末試験对策

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

実習に必要な持ち物(テキスト、USBメモリ、筆記用具など)を準備すること
（忘れた場合は減点対象とする）

試験成績の
評価基準

規定に準じつつ課題の提出状況と平常点を加味し、実技試験との合計点を評価基準とする
（評価の割合分配:課題提出:20%、平常点20%、定期試験60%）



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキル 演習

菅原　敏夫 ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 3G

通年

仙台市主催の「仙台ITセミナー」でMicrosoft Word/Excelの講師経験あり

①Excel2019クイックマスター(基本編)
②2019対応 Excel表計算処理技能認定試験 3級問題集
③Excel2019ドリル

講義の概要

基本的なワークシートの作成、グラフ、データベースの機能を中心に学習し、Excelの基本操作を確実に身につ
ける。また、実用例を学習することによりExcelをより便利に、そして高度に活用していくすべをマスターし、
サーティファイ主催「Excel表計算処理技能認定試験3級」のレベルを知り、答練練習を繰り返すことで資格取
得を目指す。

講義の展開計画

オリエンテーション　①Chapter 1 ②練習問題3

①Chapter 1 - ②Chapter 2 ②模擬問題1

①Chapter 2 - ①Chapter 3 ②模擬問題2

①Chapter 3 ②模擬問題3

①Chapter 4 ②模擬問題4

①Chapter 5 ②模擬問題5

①Chapter 5 ②模擬問題6

①Chapter 6 - ①Chapter 7 ②模擬問題7

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①Chapter 7 ③Excel2019ドリル

①総合学習問題 ③Excel2019ドリル

①練習問題1 ②受験プログラム体験用

①練習問題2 ②受験プログラム体験用

期末試験对策 期末試験对策

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

実習に必要な持ち物(テキスト、USBメモリ、筆記用具など)を準備すること
（忘れた場合は減点対象とする）

試験成績の
評価基準

規定に準じつつ課題の提出状況と平常点を加味し、実技試験との合計点を評価基準とする
（評価の割合分配:課題提出:20%、平常点20%、定期試験60%）



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキル 講義と演習

西谷　成昭 ２年

英語科/トラベル科/エアライン科 G、クラスまたは専攻 4G

通年

サーティファイ　表計算処理技能検定試験3級

①Excel 2019　クイックマスター②Excel表計算技能認定試験3級問題集

講義の概要
基本的なワークシートの作成、グラフ、データベースの機能を中心に学習し、Excelの基本操作を確実にマス
ターします。サーティファイ主催「Excel表計算処理技能認定試験3級」の資格取得を目指します。また、繰り
返し問題を解くことによって実務に生かせるスキルを学習します。

講義の展開計画

オリエンテーション、Chapter 1 サーティファイ検定試験について　模擬問題１

Chapter 1～Chapter 2 模擬問題２

Chapter 2～Chapter 3 模擬問題３

Chapter 3 模擬問題４

Chapter 4 模擬問題５

Chapter 4～Chapter 5 模擬問題６

Chapter 5 模擬問題７

Chapter 6 Excelドリル Lesson 1～4

Chapter 6～Chapter 7 Excelドリル Lesson 5～8

Chapter 7 Excelドリル Lesson 9～12

総合学習問題 Excelドリル Lesson 13～16

練習問題１ Excelドリル Lesson 17～20

練習問題２ Excelドリル Lesson 21～24

練習問題３ 試験対策

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

実習に必要な持ち物（テキスト、問題集、USBメモリ、筆記用具）を準備すること

試験成績の
評価基準

規定に準じつつ、平常点も加味し、実技試験と平常点の合計を評価基準とする。平常点の評価基準：
毎時間の提出物、授業態度、実習取組状況、出席率などを総合して評価基準とする。



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

基礎ゼミナール 演習

担任 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻

通年

・キャリアプランからはじめる就職活動　実践！ワークブック

講義の概要
・前期は面接練習を徹底して行う。
・後期は、社会人として不可欠な基礎知識やマナーを実践形式で身に付ける。
【前期】面接練習　【後期】社会人として必要なこと(実践)

講義の展開計画

オリエンテーション　現状確認(個別) 前期の振り返り・活動状況報告

志望動機を書いてみる① コミュニケーション演習①話す力

志望動機を書いてみる② コミュニケーション演習②聞く力

面接練習(WEB面接の方法・注意事項） コミュニケーション演習③GW

面接練習(GD①WEB Ver.) コミュニケーション演習④GW

面接練習(グループ)　長所・短所
プレゼンテーション演習①自分でテーマを決め
て文章化

面接練習(グループ)　志望動機 プレゼンテーション演習②練習

面接練習(グループ)　自己紹介 プレゼンテーション演習③発表

面接練習(グループ)　趣味・特技 プレゼンテーション演習④発表

面接練習(グループ)　学力 来客応対・名刺交換ロープレ

面接練習(グループ)　例え(色・花・動物) 電話応対・訪問ロープレ

面接練習(グループ)　
1分間スピーチ(好きな物)

クレーム対応ロープレ

面接練習(グループ) 情報共有・チームワークの重要性

個人面接 社会人になる心構え

後期期末試験(個人面接) 後期期末試験(作文）

履修上の
 注 意

実技中心に主体的に動いて学ぶこと。

試験成績の
評価基準

平常点20点
【前期】：個人面接80点　【後期】プレゼンテーション60点+作文20点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 － 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

Customer Service English CA 演習

塚本　里沙 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 キャビンアテンダント専攻

通年

外資航空会社CA経験者

無（必要に応じてプリント配布・パワーポイント使用）

講義の概要
国際線の機内サービススキルを実践的に身につけ、グローバル社会やホスピタリティ業界にて多様な場面にて
対応できる英語コミュニケーション力、柔軟性、イレギュラー対応、問題解決能力を身につけることを到達目
標とする。

講義の展開計画

Class Introduction Review

Good＆Bad first impression/ Boarding Role 
Play

Medical Vocabulary / Emergency Situation

Airline Vocabulary/ Galley Operation Useful English Phrases at Restaurants

Drink Service/Role Play Role Play / Group Presentation Prep

Drink Service/Role Play Useful English Phrases at Hotels

Meal Service/Role Play Role Play / Group Presentation Prep

Special Meals/ Presentation Group Presentation

Special Meals/ Role Play Feedback/ Group Discussion

Understading different cultures
Diversity in Customer Service & 
Hospitality

Assisting cutomers with 
Infant/Disabilities

Diversity in Customer Service & 
Hospitality

Handling Cutomer Complaints Group Discussion/

In-flightService/ Duty Free Individual Presentation①

Drink & Meal Service Practice Individual Presentation②

Role play Exam Practice/ Feedback Role play Exam Practice/ Feedback

Role play Exam Role play Exam

履修上の
 注 意

授業内容によりスーツ着用（授業内で着用の日をお知らせ）

試験成績の
評価基準

出席、授業態度などの平常点も加味し、実技試験と平常点の合計を評価基準とする。（評価:実技試験
８０％　・平常点２０％）



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 － 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

Customer Service English GS 演習

Nina Ema ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 グランドスタッフ専攻

通年

Original Text (Digital):  Customer Service English 2(GS)   2022   (Nina Y. Ema)

講義の概要
Students will learn English vocabulary, phrases, and business practices for ground agents working in the airline 

industry.  Classes will include role-play, announcement practice, and other activities.

講義の展開計画

Unit 6 At the Gate: Phrases Unit 9 Emergency Situations:  Phrases

Unit 6 At the Gate: Dialogues & Demonstrations
Unit 9 Emergency Situations:  Dialogue & 

Demonstrations

Unit 6 At the Gate: Professional Words & 

Abbreviations

Unit 9 Emergency Situations:  Professional 

Words & Abbreviations

Phrase of the Day Phrase of the Day

Unit 7  Irregular Departures & Arrivals: Phrases Unit 10 Lounge:  Phrases

Unit 7  Irregular Departures & Arrivals: Dialogue 

& Demonstrations
Unit 10 Lounge:  Dialogue & Demonstrations

Unit 7  Irregular Departures & Arrivals: 

Professional Words & Abbreviations

Unit 10 Lounge:  Professional Words & 

Abbreviations

Activity: Giving Directions Activity:  Airport Bingo!

Unit 8  Special Needs Passengers:  Phrases Unit 11 In the Office:  Phrases

Unit 8  Special Needs Passengers:  Dialogue & 

Demonstrations

Unit 11 In the Office:  Dialogue and 

Demonstrations

Unit 8  Special Needs Passengers:  Professional 

Words & Abbreviations

Unit 11 In the Office:  Professional Words & 

Abbreviations

Announcements Announcements

Announcement Practice and Review Announcement Practice and Review

Oral Examination Oral Examination

Written Examination Written Examination

履修上の
 注 意

Please download or print out the text from Google Classroom.  Make sure you can access it during every 

class.  There is a dress code.

試験成績の
評価基準

Each Term:  Written Examination 50, Oral Examination 30, Class Participation 20 

 

Evaluations will be based on English ability, general knowledge, performance, attendance and attitude.



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

Global English 演習

William Regan ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 ①

通年

Global Connections

講義の概要

The purpose of this class is to give students in the airline department a chance to imporve their 
speaking skills. The book introduces a number of topics that are related to travel, living abroad, 
and global issues. A range of individual, pair, and group work activities will help students 
improve their speaking skills.

講義の展開計画

Introduction. Class rules. Getting to know 
you worksheet.

Unit 7: Travel (Giza); Recommending

Unit 1: Adventure Activities; Expressing 
preferences

Describing a vacation; Travel itinerary

Describing activities, Scheduling Unit 8: Ecotourism; Vowel sounds

Unit 2:  Festivals; Question forms Explaining; Giving reasons

Describing a festival; Creating a festival Unit 9: Shopping; Missing sounds

Unit 3: Music; Musical preferences Selling and buying; Bargaining

Past and present tense Unit 10: Recycling; Making suggestions

Unit 4: Movies; Stress in time phrases Suggesting and Responding

Sequencers; Questions Unit 11: Endangered animals; Consequences

Unit 5: Lamu; Changes over time 1st conditionals

Comparatives "used to"
Unit 12: Environment; Imagining possible 
results

Unit 6: Life in the Orinoco; questions 
about nature

2nd conditionals

Superlatives; Object/Subject questions
Unit 13: Immigration; Living together; 
Expressing purpose/clarification

Exam preparation; Oral Tests Exam preparation; Oral tests

Exam Exam

履修上の
 注 意

Students are expected to attend at least 80% of classes and score a total of at least 60% 
to receive credit for this class.

試験成績の
評価基準

Oral Interview Exam: 40%  Written Exam: 40%  Class Participation Score: 20%



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

Global English 演習

Jacob Pouliot ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

Global Connections

講義の概要
This class will focus on speaking and elaborating on points. Students will be making their own 
opinions and  ideas on a wide range of topics.

講義の展開計画

Introduction to the class, ice breakers 
and learning the system

Unit 7 - Tourism - Traveling around

Unit 1 - Leisure - Adventure activities Unit 7 - Tourism - Travel

Unit 1 - Leisure - Exciting activities Unit 8 - Tourism - Ecotourism

Unit 2 - Leisure - Fun festivals Unit 8 - Tourism - Ecotourism

Unit 2 - Leisure - Festivals Unit 9 - Consuming - Markets

Unit 3 - Media - Sounds good! Unit 9 - Consuming - Shopping

Unit 3 - Media - Music Unit 10 - Consuming - Trash

Unit 4 - Media - The big screen Unit 10 - Consuming - Recycling

Unit 4 - Media - Movies Unit 11 - Environment - Disappearing species

Unit 5 - Places - Now and then Unit 11 - Environment - Endangered animals

Unit 5 - Places - Changes in urban areas Unit 12 - Environment - Green living

Unit 6 - Places - Out of the city Unit 13 - Society - Living abroad

Unit 6 - Places - Nature Unit 14 - Society - Older and older

Oral Examination Oral Examination

Mid-term Examination Final Examination

履修上の
 注 意

In order to pass the class students need to attend no less than 12 out of 15 classes (80%) 
and achieve a total score of 60% or higher

試験成績の
評価基準

The class score will be broken down as follows:
Class mark / behavior - 20%
Oral examination - 40%
Written examination - 40%



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 －

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

就職対策 演習

豊田　裕子 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻

通年

国内大手航空会社客室乗務員。チーフパーサーとして、国内際10年間乗務、マナーやホスピタリティの講座を実施。またキャ
リアコンサルタントとして、主に若年層への就職支援の授業やセミナー、厚生労働省主催高校生就職活動支援セミナーなどを
実施

自己分析ワークブック（オリジナルテキスト）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023年度版ドリル式ＳＰＩ問題集、面接担当者の質問の意図

講義の概要

エアライン業界への就職を目指した対策を授業の目的とする。航空業界へ就職するために、今何をすればいい
かを考え、自己分析することにより、あらゆる質問に対応できる能力を身につけ、端的にわかりやすく伝える
ことができるようになる。また、筆記試験対策として、一般常識やSPIの問題を繰り返し解くことにより、出題
パターンに慣れておく。※進捗状況によっては変更する場合があります。

講義の展開計画

就職活動状況確認、質疑応答練習

オンライン面接の受け方

オンライン面接の受け方

質疑応答練習、グループディスカッション

質疑応答練習、グループワーク

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

質疑応答練習

実技試験

筆記試験

履修上の
 注 意

提出物は必ず出すこと。欠席する際は、必ず事前に連絡すること。名前を呼ばれたとき、質問されたときは必ず返事をするこ
と。

試験成績の
評価基準

実技試験（40点）　筆記試験（40点）　平常点（20点）



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 －

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

航空概論 演習

藤野　徹 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻

前期

航空会社ーキャセイ航空、ドラゴン航空（営業、予約発券、管理職）30年の実務経験と19年にわたる外語での
教授

1年より使用している自作：①The Basic Knowledge of Airline Business　②別冊　設問集を引き続き使用し
授業を展開してゆきます。

講義の概要 1年で学んだ事項を復習しながら、実際実務に就いた時、即生かすことが出来るよう講義を進めてゆく。

講義の展開計画

２年授業の指針都市・空港コードのミニテス
ト、通話用語　TEXT：手荷物（国内、国際）　
解説、設問

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：手荷物（国
内、国際）解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：手荷物（国
内、国際）解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：手荷物（国
内、国際）解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：Cabin に関
する知識、通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：アライアン
ス　通信用語解説、航空業界用語集解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：LCC　通信
用語解説　　航空業界用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：航空会社の
先進的な手法解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：航空会社の
貨物の知識　解説　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：航空業の国
際的な組織解説、Freedom of the Air　通信用
語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：時差に関す
る基礎知識解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：時差に関す
る基礎知識　解説、設問　通信用語解説

ミニテスト・通話用語練習　TEXT：時差に関す
る基礎知識解説、設問　通信用語解説、航空業
界用語集
ミニテスト・通話用語練習　TEXT：時差に関す
る基礎知識解説、設問　通信用語解説、航空業
界用語集

ミニテスト・通話用語練習　通信用語解説　航
空概論の総まとめ

履修上の
 注 意

受講時は教科書、別冊設問集を必ず持参のこと。宿題は自分自身で解答を出し授業にのぞむこと。

試験成績の
評価基準

期末試験の結果と授業の取り組む態度



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 － 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

手話 演習

菅原伸哉・奥山祐子 ２年

エアライン科 コース / 科目種別

通年

手話の指導については長年の経験有り。手話での会話を身をつけ、聴覚障害者への理解を深めることで、接待
のサービスに活かす。

今日からはじめるやさしい手話

講義の概要
手話は日本語とは異なる体系をもつ、ろう者の「目で見る」言語であることを理解し、外国語を学ぶのと同じ姿勢
で学習にのぞんでもらう。手の動きに加えて身体や顔の表情を使って表現すること、また手話の技術のみなら
ず、ろう者の文化や生活様式、価値観や習慣なども学習し、接待時の対応に活かす。

講義の展開計画

名前の表し方を覚えましょう（名前を表すいろいろな方法
があることを知る）

家族の表し方を覚えましょう（疑問詞〈誰〉を使って会話す
る）

つたえあってみましょう（手の形や動きをよくみて真似る） 趣味の表し方を覚えましょう

数の表し方を覚えましょう（疑問詞〈いつ〉〈いくつ〉〈いくら〉
を使って会話する）

仕事の表し方を覚えましょう

接客手話の基本手話-1（あいさつの手話を覚える）
住所の表し方を覚えましょう（地名の手話や交通手段を学
ぶ）

接客手話の基本手話-2（あいさつの手話を覚える） 自己紹介のまとめ

接客手話の基本手話-3 搭乗口に立って案内 一日のことを話しましょう

接客手話の基本手話-4 搭乗口に立って案内 一ヶ月のことを話しましょう

接客手話の基本手話-5　カートを使って飲み物をサービ
ス

一年のことを話しましょう

接客手話の基本手話-6　カートを使って飲み物をサービ
ス

パーティのことを話しましょう

接客手話の基本手話-7　ロールプレイング-1 旅行のことを話しましょう

接客手話の基本手話-7　ロールプレイング-2 指文字の表し方を覚えましょう-1

接客手話の基本手話-7　ロールプレイング-3 指文字の表し方を覚えましょう-2

接客手話の基本手話-10　コンテストの練習-1 地名の表し方を覚えましょう-1

接客手話の基本手話-10　コンテストの練習-2 地名の表し方を覚えましょう-2

前期まとめ 後期まとめ

履修上の
 注 意

①楽しみながら手話でコミュニケーションをとることで、能力を高めていく。
②手話で何が話されているか、理解することが重要であり、表現することをあまり強制せず、まずは「見てわかる」こ
とが当面の目標である。

試験成績の
評価基準

期末試験・レポート提出・授業態度



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

接客中国語 演習

楊　旭 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 A

通年

国際中国語教師資格持ち、長年にわたり多くの会話教室、カルチャーセンター、企業に中国語を教え経験あり

ニーハオ！ニッポン+オリジナル教材

講義の概要 前期の前半はテキストの復習、コンテストの準備練習、後期にエアラインさまざまな表現を中心

講義の展開計画

前期内容の復習（一） 過去内容のリスニング練習

前期内容の復習（二） 各種補語復習

テキスト第14課 空港用語基本編⁽一⁾復習

テキスト第15課 空港用語基本編⁽二⁾復習

テキスト第16課 空港用語基本編⁽三⁾復習

空港用語基本編⁽一⁾発音練習、説明 機内案内編（一）発音練習、説明

空港用語基本編⁽一⁾暗記 機内案内編（一）暗記

空港用語基本編⁽二⁾発音練習、説明 機内案内編（二）発音練習、説明

空港用語基本編⁽二⁾暗記 機内案内編（二）暗記

空港用語基本編⁽三⁾発音練習、説明 危険物取扱について発音練習、説明、暗記

空港用語基本編⁽三⁾ 暗記 機内食事編発音練習、説明

コンテストための表現発音練習、説明（一） 中国航空業界の映画鑑賞（リスニング練習）

コンテストための表現発音練習、説明（二） 航空ホテルのサービス表現練習

コンテスト模擬練習 免税店販売などの表現、発音練習、説明

前期試験と解説 後期期末試験と解説

履修上の
 注 意

教科書にカタカナで発音を表示しないこと 
リスニングCDを常に聞くこと。 オリジナル教材をよく読む練習する必要があります。

試験成績の
評価基準

筆記試験８０点 
出席率と随時テスト２０点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 2

コマ数／週 前期 1 後期 1

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

接客中国語 演習

楊　旭 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 B

通年

国際中国語教師資格持ち、長年にわたり多くの会話教室、カルチャーセンター、企業に中国語を教え経験あり

ニーハオ！ニッポン+オリジナル教材

講義の概要
前期は基本的な中国語文法の習得に特に重点を置き、例文までも含めて4級中国語検定の試験とHSK3級範囲に準
拠していますが、後期にエアライン表現を中心

講義の展開計画

発音（一） 過去内容のリスニング練習

発音（二） 各種補語復習

形容詞述語文、副詞、量詞の使い方 空港用語基本編⁽一⁾発音練習、説明

“有”構文、名詞述語文、時間言い方 空港用語基本編⁽一⁾暗記

“在”構文、介詞“在、給”方位詞 空港用語基本編⁽二⁾発音練習、説明

連動文、介詞“从”など、助動詞など 空港用語基本編⁽二⁾暗記

過去形“了”副詞“又、再，还，刚” 空港用語基本編⁽三⁾ 発音練習、説明

経験を表す“过”、程度補語、動詞重ね型 空港用語基本編⁽三⁾ 暗記

動作の進行と持続、“是…的”構文 機内案内編（一）発音練習、説明

能願動詞“能，可以，会” 機内案内編（一）暗記

介詞“跟、和、对、向” 機内食事編（一）発音練習、説明

方向補語、結果補語、 中国航空業界の映画鑑賞（リスニング練習）

可能補語、補語練習 危険物取扱について発音練習、説明、暗記

HSK過去問練習、解説 免税店販売などの表現、発音練習、説明

前期試験と解説 後期期末試験と解説

履修上の
 注 意

教科書にカタカナで発音を表示しないこと 
リスニングCDを常に聞くこと。 オリジナル教材をよく読む練習する必要があります。

試験成績の
評価基準

筆記試験８０点 
出席率と随時テスト２０点



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 －

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

エアポート実務 演習

阿部　杏子 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻

通年

・日本エアシステム　旅客ハンドリング会社勤務・日本航空　旅客ハンドリング会社勤務・
アシアナ航空　旅客ハンドリング会社勤務・全日本空輸　旅客ハンドリング会社勤務・
エアアジア・ジャパン勤務

プリント教材、その他都度指示

講義の概要
・GS業務に必要な様々な基本的知識を理解する。
・専門用語の習得、GS業務の基本的流れの把握、空港での接客に必要な諸知識の習得。
・GSという職業への理解を深める。

講義の展開計画

オリエンテーション

空港業務

FLT TIME

航空危険物

BGGの取り扱い

BGG IRR

IRR

SPCL PAX

アナウンス実習
（CNTR編, GTE編, ARV編）

アナウンス発表

グラハン、貨物

渡航書類

CKINロールプレイ実習

CKINロールプレイ発表

期末試験

履修上の
 注 意

※ 講義内容は変更になる場合があります。
・授業を欠席した場合はクラスメイトに授業内容や宿題を確認し、次の授業に備えること。
・レポート課題は提出期限厳守。期限後の提出は受け付けません。

試験成績の
評価基準

①出席状況および授業への取り組み姿勢。
②課題の提出率および内容、アナウンス・ロールプレイ発表。
③定期試験の素点。



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 － 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 －

実務経験

テキスト

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

CAサービス 演習

中村　幸子 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 キャビンアテンダント専攻

前期

全日本空輸株式会社　客室乗務員（国内線・国際線乗務）

無し

講義の概要
国際線ミールサービス業務を通して、様々なお客様の対応に必要なサービススキルやホスピタリティ力を身に
付ける。

講義の展開計画

授業の目的、ルール、「サービス実技コンテス
ト」について、国内線ドリンクサービス、良い
/悪い悪いサービスとは？
第一印象の重要性、コミュニケーションスキ
ル、正しい接客用語、機内サービス、国際線ド
リンクサービス/Y
国際線座席仕様/クラス別サービス、国際線ド
リンクサービス/Y、イレギュラー対応、ミール
サービス/Y（短距離路線）
国際線ドリンクサービス/ミールサービス/Y
（短距離路線路線/中・長距離路線）、ギャ
レーワーク①

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/Y
（中・長距離路線）、ギャレーワーク②

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/Y
（中・長距離路線）、イレギュラー対応

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/Y
（中・長距離路線）、特別機内食

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/Y
（中・長距離路線）、トラブル対応

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/C
（中・長距離路線）①

国際線ドリンクサービス/ミールサービス/C
（中・長距離路線）②

国際線ドリンクサービス/ミールサービス
（中・長距離路線）総まとめ

サービス実技コンテストリハ①

サービス実技コンテストリハ②

サービス実技コンテストリハ③

サービス実技コンテスト

履修上の
 注 意

座席指定、スーツ着用、身だしなみの徹底

試験成績の
評価基準

サービス実技コンテスト　70 ％、授業態度/課題課題提出　30 ％



科目名 授業形態

担当教員 履修年次

担当学科

履修学期 単位数 前期 2 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 －

実務経験

テキスト

第１回 第１回

第２回 第２回

第３回 第３回

第４回 第４回

第５回 第５回

第６回 第６回

第７回 第７回

第８回 第８回

第９回 第９回

第10回 第10回

第11回 第11回

第12回 第12回

第13回 第13回

第14回 第14回

第15回 第15回

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

GSサービス 演習

松橋　有希子 ２年

エアライン科 G、クラスまたは専攻 グランドスタッフ専攻

前期

㈱JALスカイ成田空港支店、㈱ジャルセールス東北支店、㈱アクセス国際ネットワーク、
㈱インフィニトラベルインフォメーション

講師配布プリント

講義の概要

1年次に学んだ、国内線GSサービススキルコンテストの知識を踏まえて、この授業では
国際線における搭乗手続きの一連の流れを実習形式で学びます。
今まで学んだエアライン英会話、手話、中国語会話と航空知識を使い、コンテストで発表します。

講義の展開計画

講義概要、コンテスト概要

搭乗手続き時における国内線と国際線
の違い

世界の空港基礎知識

国際線ＰＮＲとＥＴＫＴの読み取り

国際線ＰＮＲとＥＴＫＴの読み取り

マイレージ会員、顧客について

国際線の様々なサービス

お手伝いの必要なお客様

お手伝いの必要なお客様

BGEの取り扱い

ロールプレイ

ロールプレイ

最終リハーサル

サービススキルコンテスト

サービススキルコンテスト

履修上の
 注 意

授業時はスーツ着用、身だしなみに気を付けること。

試験成績の
評価基準

サービススキルコンテスト80％、授業への取り組み20％


