
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

Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-intermediate, ＴＯＥＩＣでる単特急金のフレーズ			

講義の概要
TOEIC問題様式に慣れ親しみ、英語のリズム、発音や音の変化に慣れ、英語を語順のまま理解するスキルを身に
付けます。TOEIC頻出英文法、長文のスキャニングに慣れ親しみます。毎回単語テストを行います。

G、クラスまたは専攻 ①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC 演習

大久保　泉 １年

ビジネスデザイン科／国際コミュニケーション科

講義の展開計画

単語テスト　スキャニング　Part4①
自己紹介、アイスブレイク、学習方法、単語の
覚え方

単語テスト　ミニTOEIC模試

単語テスト　TOEIC形式①

単語テスト　スキミング　Part4②

単語テスト　スラッシュリーディング　Part4③

単語テスト　速読①　リスニング演習①

単語テスト　速読②　リスニング演習②

筆記試験（60％）、口頭試験（20％）、平常点（20％）課題レポート、単語テスト、小テストスコア

期末試験

単語テスト　オーラルテスト

単語テスト　TOEIC形式②

単語テスト　基本文法①　Part1①

単語テスト　基本文法②　Part1②

単語テスト　基本文法③　Part1③

単語テスト　TOEIC長文実践①　リスニング演習⑤

単語テスト　文法小テスト　Part2①

単語テスト　基本文法④　Part2②

単語テスト　速読③　リスニング演習③

単語テスト　TOEIC長文問題　リスニング演習④

小テスト

単語テスト　TOEIC長文実践②　リスニング演習⑥

単語テスト　TOEIC長文実践③　リスニング演習⑦

単語テスト　TOEIC長文実践④　リスニング演習⑧

単語テスト　TOEIC長文実践⑤　リスニング演習⑨

単語テスト　基本文法⑤　Part2③

単語テスト　基本文法⑥　Part3①

単語テスト　基本文法⑦　Part3②

単語テスト　基本文法⑧　Part3③

単語テスト　オーラルテスト

期末試験

履修上の
 注 意

毎回単語テストの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



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

ビジネスデザイン科／国際コミュニケーション科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

入社以来毎年担当しております。

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC 演習

木川　かやの １年

Part1 身の回りの名称。実践問題。時間が余れ
ばTextの文法問題や読解問題をやる。

Part3 会話表現からの状況判断。実践問題。時
間が余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

Part1 人物の動作表現。実践問題。時間が余れ
ばTextの文法問題や読解問題をやる。

Part3 日時・数量の聞き取り。実践問題。時間
が余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

 Part1 人や物の状態表現。実践問題。時間が
余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

Part3 英語の語順での聴解。実践問題。時間が
余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

TOEIC Bridge First Steps To Success

講義の概要
TOEIC Bridgeの各設問に慣れ、攻略法を身につける。テキストに加えて補助プリントを使用し、インプットか
らアウトプットへと進めていく。

講義の展開計画

TOEIC Bridgeとは。　模擬テストをやってみ
る。

Part3 語句からの状況判断。実践問題。時間が
余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

Text Unit13のListening Part   Part2 Wh疑問
文への基本応答。実践問題。時間が余ればText
の文法問題や読解問題をやる。

Part４ 主部と術部の見分け方。実践問題。時
間が余ればTextの文法問題をやる。

Part２ Yes/No疑問文への基本応答。実践問
題。時間が余ればTextの文法問題や読解問題を
やる。

Part４ 主節と従属節の見分け方。実践問題。
時間が余ればTextの文法問題をやる。

Part２ 選択・付加疑問文への基本応答。実践
問題。時間が余ればTextの文法問題や読解問題
をやる。

Part5 トピックの推測。実践問題。時間が余れ
ばTextの読解問題をやる。

Part1  位置関係を表す表現。実践問題。時間
が余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

Text Unit3&Unit6のListening Part

Text Unit1&Unit4のListening Part Text Unit9&Unit12のListening Part

Text Unit7&Unit10のListening Part
Part４ 後置修飾。実践問題。時間が余れば
Textの文法問題をやる。

Text Unit14のListening Part まとめ

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

テキスト、英語の辞書持参厳守（忘れた場合は平常点から減点）　居眠り厳禁

Part２発言に対する自然な応答。実践問題。時
間が余ればTextの文法問題や読解問題をやる。

Part5 スキャニング。実践問題。時間が余れば
Textの読解問題をやる。

Text Unit2&Unit5のListening Part
Part5 スキミング。実践問題。時間が余れば
Textの読解問題をやる。

Text Unit8&Unit11のListening Part
Part5 フレーズリーディング。実践問題。時間
が余ればTextの読解問題をやる。

試験成績の
評価基準

平常点20点　筆記試験80点　＊平常点には授業態度・出席率・課題をやっていたかが考慮されます。



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

Andrew Moss １年

ビジネスデザイン科／国際コミュニケーション科 G、クラスまたは専攻 ①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

使える英会話 演習

講義の展開計画

Unit 1 Unit 9

Unit 1 Unit 9

通年

Talk a Lot 2

講義の概要

Unit 4 Unit 12

Unit 4 Unit 12

Unit 5 Unit 13

Unit 2 Unit 10

Unit 2 Unit 10

Unit 3 Unit 11

Unit 8 Unit 16

Unit 8 Unit16

Oral test Oral test

Unit 6 Unit 14

Unit 6 Unit 14

Unit 7 Unit 15

Semester 1 exam Semester 2 exam

履修上の
 注 意

試験成績の
評価基準

Class Participation: 20% Oral test: 20% Written exam: 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 － 後期 －

コマ数／週 前期 1 後期 2

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

使える英会話 演習

Mario Passalacqua １年

Talk a lot book1

講義の概要

講義の展開計画

Introductions. Class flow and textbook
explanation. Testing and marking system

A Sports

ビジネスデザイン科／国際コミュニケーション科 G、クラスまたは専攻 ②

通年

B      Talk about interests A  Experiences

A      Family B  Experiences

B      Family A  Prepositions

A      Meeting new people + self introduction B Sports

B     Meeting new people A Other countries

A     Talk about interests B  Other countries

B    Talking about work    Prepositions A The Future

A Past experiences B The future

B Past experiences Year Review

A     Describing people Sports B Prepositions

B      Describing people      Other countries A Japanese things

A     Talking about work Experiences B Japanese things

試験成績の
評価基準

Oral exam 40%       class　２０％    Exam　４０％

Oral Exam Oral Exam

Mid term exam Mid term 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

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキルWordⅠ 演習

通年

富士通パソコン教室PCインストラクター

MOS Word 365&2019対策テキスト＆問題集
オリジナル資料

講義の概要
Wordの基本操作である文字入力や編集、表や図形、画像を使った応用的な機能についても学習し、見栄えの良
い文書の作成と実践的な使い方をマスターする。
また総合的なWordのスキルの養成を図り、Microsoft MOSアソシエイトの資格取得を目指す。

西吉　まゆみ １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

MOS Word365＆2019の事前学習 出題範囲4：参考資料の作成と管理

出題範囲1：文書の管理 出題範囲5：グラフィック要素の挿入と書式設定

出題範囲1：文書の管理 出題範囲5：グラフィック要素の挿入と書式設定

講義の展開計画

オリエンテーション、スキルチェック
後期オリエンテーション
出題範囲4：参考資料の作成と管理

Wordの概要・基本操作　タイピング 出題範囲4：参考資料の作成と管理

出題範囲2：文字、段落、セクションの書式設定
模擬プログラムの使い方
模擬プログラム１

出題範囲3：表やリストの管理 模擬プログラム１解説

出題範囲3：表やリストの管理 模擬プログラム2

出題範囲1：文書の管理 出題範囲5：グラフィック要素の挿入と書式設定

出題範囲2：文字、段落、セクションの書式設定 出題範囲6：文書の共同作業の管理

出題範囲2：文字、段落、セクションの書式設定 出題範囲6：文書の共同作業の管理

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

PC・テキストは必ず持参すること。

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：定期試験80%、平常点20%）

出題範囲3：表やリストの管理 模擬プログラム2解説

出題範囲1〜3まとめ 模擬プログラム総復習

前期まとめ・期末試験対策 後期まとめ・期末試験対策



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

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキルExcelⅠ 演習

松原　勝江 １年

Excelの概要　スキルチェック 教材演習１４（グラフの管理）

教材演習１（基本的操作） 教材演習１５（グラフの管理）

教材演習２（基本的操作） 教材演習１６（教科書総復習）

①MOS Excel365＆2019　対策テキスト＆問題集
②オリジナルプリント

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することで、Excelの基本操作を習得
する。また、実用例の学習を通して実用的なスキルを身に付けたうえで、MOSのspecialist、アソシエイトの資
格取得を到達目標とする。

講義の展開計画

オリエンテーション
模擬プログラムインストール

教材演習１３（グラフの管理）

教材演習６（テーブルやデータの管理） 模擬試験プログラム①

教材演習７（テーブルやデータの管理） 模擬試験プログラム②

教材演習８（テーブルやデータの管理） 模擬試験プログラム③

教材演習３（基本的操作） グループワーク①（指定資料作成）

教材演習４（基本的操作） グループワーク②（指定資料作成）

教材演習５（テーブルやデータの管理） グループワーク③（資料発表）

教材演習１２（数式・関数） 総復習

前期末試験            後期末試験

履修上の
 注 意

　PC・テキストは必ず持参すること。忘れた場合は減点対象とする。

教材演習９（数式・関数） 模擬試験プログラム④

教材演習１０（数式・関数） 模擬試験プログラム⑤

教材演習１１（数式・関数） 模擬プログラム総解説

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：定期試験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 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

西吉　まゆみ １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキル PowerPoint 演習

講義の展開計画

オリエンテーション、スキルチェック
後期オリエンテーション
出題範囲1：プレゼンテーションの管理

PowerPointの概要・基本操作　 出題範囲1：プレゼンテーションの管理

通年

富士通パソコン教室PCインストラクター

MOS PowerPoint 365&2019対策テキスト＆問題集
オリジナル資料

講義の概要
PowerPointの様々な機能を習得し、効率よく見栄えの良い資料作成をマスターする。
また総合的なPowerPointのスキルの養成を図り、Microsoft MOSアソシエイトの資格取得を目指す。

出題範囲5：画面切替・アニメーションの適用 演習（プレゼンテーション資料作成）

前期まとめ プレゼンテーション発表

期末試験対策

MOS PowerPoint 365＆2019の事前学習 模擬プログラム

出題範囲2：スライドの管理 模擬プログラム

出題範囲2：スライドの管理 プレゼンテーションの流れ

出題範囲4：表、グラフ、SmartArt、3Dモデル
　　　　　  メディアの挿入

演習（プレゼンテーション資料作成）

出題範囲4：表、グラフ、SmartArt、3Dモデル
　　　　　  メディアの挿入

演習（プレゼンテーション資料作成）

出題範囲5：画面切替・アニメーションの適用 演習（プレゼンテーション資料作成）

出題範囲3：テキスト、図形、画像の挿入と書式設定 デザインテクニック

出題範囲3：テキスト、図形、画像の挿入と書式設定 デザインテクニック

出題範囲4：表、グラフ、SmartArt、3Dモデル
　　　　　  メディアの挿入

演習（プレゼンテーション資料作成）

後期まとめ・期末試験対策

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

PC・テキストは必ず持参すること。

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：定期試験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 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）

電子記録債権・債務 精算表

商品売買Ⅰ 決算整理Ⅱ

商品売買Ⅱ 決算整理Ⅲ

現金・預金 決算整理Ⅳ

講義の概要
　事業者が行う日々の取引を帳簿に記録するための基礎知識を学ぶ。現実の取引から仕訳を記録し、元帳をま
とめながら貸借対照表および損益計算書を作成できるまでの技術を身につける。

講義の展開計画

オリエンテーション、　簿記の基礎 決算

訂正仕訳、　試算表 税金、　証ひょうと伝票

さまざまな帳簿の関係 帳簿の締め切り

その他の取引Ⅰ 損益計算書と貸借対照表

小口現金 決算整理Ⅴ

クレジット売掛金 決算整理Ⅵ

手形取引 決算整理後残高試算表

日常の手続き 決算整理Ⅰ

①　よくわかる簿記シリーズ　合格テキスト日商簿記3級
②　よくわかる簿記シリーズ　合格トレーニング日商簿記3級

2022年度

佐藤　和磨 １年

ビジネスデザイン科

簿記基礎 演習

G、クラスまたは専攻

通年

日商簿記3級合格、　税理士試験合格、　税理士事務所・会計事務所勤務

前期末試験 後期末試験

その他の取引Ⅱ 株式の発行

その他の取引Ⅲ 剰余金の配当と処分

履修上の
 注 意

　事前の準備物を要する場合は、Classroomで周知する。

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、筆記試験と平常点の合計を評価基準とする。
　（評価：筆記試験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 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）

決算整理Ⅱ

商品売買Ⅱ 決算整理Ⅲ

現金・預金 決算整理Ⅳ

その他の取引Ⅰ 損益計算書と貸借対照表

その他の取引Ⅱ 株式の発行

その他の取引Ⅲ 剰余金の配当と処分

訂正仕訳、　試算表 税金、　証ひょうと伝票

2022年度

会計基礎 講義

佐藤　和磨 １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

日商簿記3級合格、　税理士試験合格、　税理士事務所・会計事務所勤務

　①　よくわかる簿記シリーズ　合格テキスト日商簿記3級
　②　よくわかる簿記シリーズ　合格トレーニング日商簿記3級

講義の概要
　事業者が行う日々の取引を帳簿に記録するための基礎知識を学ぶ。簿記・会計の意義や理念を学び、財務諸
表を読みとる力・財務諸表を作成する力を身につける。

講義の展開計画

オリエンテーション、　簿記の基礎 決算

日常の手続き

決算整理Ⅴ小口現金

決算整理Ⅰ

商品売買Ⅰ

クレジット売掛金 決算整理Ⅵ

手形取引 決算整理後残高試算表

電子記録債権・債務 精算表

さまざまな帳簿の関係 帳簿の締め切り

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

　事前の準備物を要する場合は、Classroomで周知する。

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、筆記試験と平常点の合計を評価基準とする。
　（評価：筆記試験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 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

電話応対演習① 社交文書作成

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

株式会社人事・教育サービス取締役

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ビジネス実践演習 演習

細川　久美子 １年

ファイリング実務演習 総合演習

実技試験 実技試験

筆記試験 筆記試験

履修上の
 注 意

演習中心の授業展開となるので、積極的な姿勢で臨んでください。
状況に応じ、授業の内容や順を変更することがあります。

秘書・オフィス実務

講義の概要
様々なビジネスシーンで、的確に状況を把握し人間的な対応ができることを目標とする。
ビジネスの基礎知識を確認しながら、自ら考えて積極的に動く姿勢を身につける。

講義の展開計画

言葉遣いの基本演習 会議の会合の基礎知識

注意の必要な敬語について 主催会議の実務演習

来客応対の基本演習 社内文書作成①

様々なケースの来客応対演習 社内文書作成②

訪問のマナーと名刺交換の実践演習 社外文書作成①

電話応対の基本演習 社外文書作成②

電話応対演習② ビジネスメール作成演習

指示の受け方と仕事の報連相の基本演習 郵便物の受発信業務

様々な報連相の種類と報告書の作成演習 秘文書の取り扱い業務

アポイントメントについて 慶弔業務の実務演習①

出張業務と旅程表の作成演習 慶弔業務の実務演習②

試験成績の
評価基準

筆記試験：実技試験：提出物・平常点＝4：4：2



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

第84回検定問題・解答解説

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

リテールマーケティング 講義と演習

西谷　成昭 １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

リテールマーケティング（販売士）検定

U-CANの販売士検定第3版リテールマーケティング2級速習テキスト＆問題集

講義の概要

販売士は流通業界で唯一の公的資格であり、特に2級販売士検定試験は、流通・販売分野の専門資格として、販
売・流通業に携わる社会人・学生なども受験する資格です。1回で合格をめざし授業をしますので、試験5科目
それぞれの全体像を理解した上で知識を習得し、問題演習うをこなし出題パターンに慣れるための授業を展開
します。

講義の展開計画

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

テキストを事前に45分間以上読んで授業に臨むこと。授業中に小テストや模擬試験を実施します。不正行為を
しないで毎日のテストに臨んでください。模擬問題等適宜副教材としてプリントを配布します。紙ファイルを
用意すること。1回の受検で検定合格をめざしますので、必ず合格する意識・意欲をもって授業に臨んでくださ
い。

試験成績の
評価基準

規定に準じつつ、平常点も加味し、模擬試験、過去問題による採点を基準に総合的に評価します。平
常点の評価基準：毎時間の課題提出状況、授業態度、配布プリントなどのファイリング状況、出席率
などを総合して評価基準とする。

販売士（リテールマーケティング）について
第1章　小売業の類型

第4章マーケティング Section1～Section6

第1章小売業の類型 Section1～Section3 第4章マーケティング Section7～Section10

第1章小売業の類型 Section4～Section6 第5章販売・経営管理 Section1～Section5

第1章小売業の類型 Section7～Section11 第5章販売・経営管理 Section6～Section9

第1章小売業の類型 Section12～Section14 第5章販売・経営管理 Section10～Section11

第2章マーチャンダイジング Section1～
Section3

模擬試験（予想問題）第1回

第2章マーチャンダイジング Section4～
Section6

模擬試験（予想問題）第2回

第2章マーチャンダイジング Section7～
Section12

第85回検定問題・解答解説

第2章マーチャンダイジング Section13～
Section15

第3章ストアオペレーションSection1～
Section6

第83回検定問題・解答解説

第3章ストアオペレーションSection7～
Section9

第82回検定問題・解答解説

第1章小売業の類型、第2章マーチャンダイジン
グ試験対策

第81回検定問題・解答解説

第3章ストアオペレーション試験対策 第80回検定問題・解答解説

試験直前対策・模擬試験の演習・解答解説 試験直前対策・模擬問題の演習・解答解説



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）

マナー接遇⑤（慶弔業務、贈答）
ビジネスコミュニケーション
（様々なツールを使いこなす）

2022年度

ビジネス実務Ⅰ 演習

細川　久美子 １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

株式会社人事・教育サービス取締役

秘書検定合格教本2・3級　　秘書検定２級実問題集2022年版

講義の概要
◆11月に2級を取得することを目標とする

◆検定対策の学習を通して、ビジネス実務の基礎を身に付ける

講義の展開計画

秘書の資質 技能④（郵便物、秘文書）

職務知識 技能⑤（ファイリング）

試験成績の
評価基準

筆記試験:平常点＝８：２
平常点は課題提出状況と出席状況によって評価します

一般知識①（企業と経営組織、人事・労務） 技能⑥（名刺整理、資料整理）

一般知識②（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・会計・財務） 技能⑦（オフィスの環境整備）

一般知識③（金融と経営法務） 過去問題演習①

一般知識④（ビジネス用語、カタカナ語・略語） 過去問題演習②

マナー接遇①（人間関係と言葉遣い） 準1級受験対策（ 面接について）

マナー接遇②（話し方・聞き方、接遇） ビジネスコミュニケーション（報連相演習）

マナー接遇③（受付・取次、来客対応） ビジネスコミュニケーション（様々な来客対応）

マナー接遇④（電話応対）
ビジネスコミュニケーション
（様々なツールを理解する）

技能①（会議）
ビジネスコミュニケーション
（伝える工夫）

技能②（ビジネス文書） 過去問題演習③

技能③（社内文書と社外文書） 過去問題演習④

筆記試験 筆記試験

履修上の
 注 意

状況に応じ、授業の内容や順を変更することがあります



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

観光ビジネス 演習

奥野　萌 １年

講義の概要

観光の仕組みや観光に携わる産業の社会的・経済的な役割、航空等の交通機関や宿泊機関とのつながりを学び
ます。次年度の観光サービス演習や社会の現場に向けて観光学の基礎知識を身につけます。観光に関わる様々
な職業に対する理解や、社会で必要なEQの高い学生育成を目指します。学んだ知識をアウトプットしていくこ
とで社会で役立つ実践力も養います。

講義の展開計画

観光ビジネス講義の概要理解 様々な観光ビジネス①(旅行業)

観光を学ぶ意義と観光の様々な効果① 様々な観光ビジネス②(宿泊産業)

観光を学ぶ意義と観光の様々な効果② 様々な観光ビジネス③(交通運輸業)

観光資源と観光対象③(プレゼンテーション)
観光と国際経済・社会・文化
    インバウンドと異文化理解②

観光産業の構成と特徴 旅行プランニング①(マーケティング)

観光と情報① 旅行プランニング②(リサーチ)

観光と情報②(リサーチ) 旅行プランニング③(企画作成)

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

旅行会社にて旅行企画、販売、添乗等の経験。新人社員研修講師の経験。プランニングした企画が2年連続社内
表彰。

ＪＴＢ総合研究所『観光学基礎』教本、オリジナルテキスト

旅の歴史とこれからの旅行① 様々な観光ビジネス④(観光産業)

旅の歴史とこれからの旅行②(プレゼンテー
ション)

観光政策と観光行政

観光に関わる言葉 観光のマーケティング①

観光のしくみ 観光のマーケティング②

観光資源と観光対象① 観光のマーケティング③(プレゼンテーション)

観光資源と観光対象②
観光と国際経済・社会・文化
    インバウンドと異文化理解①

観光と情報③(資料作成） 旅行プランニング④(プレゼンテーション)

前期期末テストと振り返り 後期期末テストと振り返り

履修上の
 注 意

講義内でアウトプットしていくことで実践力も身につけます。グループワークや課題提出がある為、
欠席しないよう気を付けましょう。

試験成績の
評価基準

定期試験40％、課題レポート(ノート提出含む)40％、
平常点20％(授業態度、出席率)



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

空港における業務と旅客の流れ② 航空会社の先進的な手法

ロンドンヒースロー空港DVD鑑賞① 国際航空貨物

ロンドンヒースロー空港DVD鑑賞②

消費者の航空運送サービスの選択基準 旅客手荷物に関する基礎知識

空港施設とグランドハンドリング 客室、客室サービスに関する知識

空港施設と旅客ハンドリング 航空会社のアライアンス

空港における業務と旅客の流れ① LCCとは

航空券及び関連基礎知識

航空会社の定義と特性②
航空業界で使用のコード、略語、省略
語

航空運賃の基礎知識①

航空会社の組織と業務① 航空運賃の基礎知識②

航空会社の旅客サービス 旅客ハンドリング会社DVD鑑賞

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

航空ビジネス 演習

松橋　有希子 １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 専門科目

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

2022年度版　航空ビジネス

講義の概要 ビジネスの場所という視点で、空港や航空会社における知識を習得する内容となっています。 

講義の展開計画

概要の説明 搭乗券に関する基礎知識

航空会社の定義と特性①

国際航空運送協定と国際航空の組織

航空会社の旅客運送約款 時差に関する知識

総復習 総復習

期末考査 期末考査

履修上の
 注 意

自作テキストです。紛失には十分気を付けてください。

試験成績の
評価基準

授業への取り組み20％、期末考査80％



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

宴会　基本知識

ホテルの分類－資本形態＆経営 営業部門　基本知識

宿泊部門の種類

阿部　弘枝

2022年度

ホテルビジネス 演習

フロントサービス業務とは 環境配慮

履修上の
 注 意

ホテルスタッフを目指す学生は、資格試験の種類や内容について、心がけておいて下さい。

試験成績の
評価基準

前期末考査：筆記６０～７０%、実技と平常点30～40% 　後期末考査：筆記80%、平常点20%,

宿泊部門覚えておきたい基本知識 料飲部門　料理の種類

料飲部門の職種 料飲部門　アルコ－ルの種類

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

宿泊部中心に接客サービス全般業務、インバウンドマーケテイング、インフォメｰション、商品企画などホテル
業界キャリア２０年

基礎から学ぶ　ホテルの総論　ウイネット

今日の日本社会に於いて、宿泊のに留まらず、多岐にわたる機能や情報発信などサ－ビス業界の基幹を担うホ
テルビジネスの基本について、スキルとメンタルの両面から学び、卒業後の進路選択を広い視野で考えられる
授業展開を目指す。

講義の展開計画

ホテル組織と語源 宴会部門の職種

ホテルの分類－機能とグレ－ド

後期末考査前期末考査

講義の概要

調理部門　基本知識

講 義 概 要 （Syllabus）

接客のための印象アップトレイニング ホテルの今後　総括と業界用語

料飲部門の基本知識 ホテルスタッフ　求められる知識

ホテルスタッフの身だしなみ ホテルスタッフ　求められる能力

動作に関わる基本知識 ホスピタリテイについての基本知識

ゲストル－ムの基本知識 ホテルの取り巻く環境

宿泊料金の設定やシｰズナリテイ ホテルの社会的責任　

フロントオフィス業務とは 危機管理



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

日本と世界の情勢 演習

菅原 克彦 １年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

講義の概要
絶えず状況が変化する日本、世界の最新情報や必要な基礎知識をニュース記事などを題材に積み上げ、掘り下
げてていく。合わせて各事象の私見の形成のためのポイントを考え、提示していく。また、各種試験で必須と
される小論文や面接への対応も、希望に則して実施する。

講義の展開計画

オリエンテーション、年度末⇒新年度の社会の
変化（成人年齢、物価、ウクライナ情勢、コロ
ナの状況など）

2022年8月9月の出来事振り返り、前期の出来事
の状況変化のまとめなど

ウクライナ情勢①（現況、侵攻の原因、地勢的
状況、キーワードの確認など）

ノーベル賞①（各賞など概要、歴史、受賞まで
のプロセスなど）

ウクライナ情勢②（現況、世界・日本への影
響、避難民現況、ジュネーブ条約など）

SDGｓ①（制定過程、アクションプラン、実施
状況など）

二院制を考える（役割、機能、国民が求めるこ
と、カーボンコピー化など）

来日外国人③（インバウンド、コロナ後の増加
へ向けて、問題点など）

前期試験・解説 後期試験・解説

通年

　アナウンサー・記者（放送局、フリー）、日本語教師

図解まるわかり時事用語2022⇒2023年度（新星出版社）

激動する外国為替①（現況、メカニズム、急激
に推移する原因、国内外影響など）

SDGｓ②（私たちに出来ること、日本の評価・
今後の課題など）

激動する外国為替②（現況、政府介入はあるの
か、今後の生活への影響など）

SDGｓ③（海外の実施状況例、海外から学ぶべ
きことなど）

新型コロナの今とこれから①（現況、世界・日本の
対策、感染者数推移、経済的影響など）

ワールドカップサッカー①（概要まとめ、カ
タールで開催する意義など）

新型コロナの今とこれから②（現況、ウィズ・コロナ
とポスト・コロナなど）

ワールドカップサッカー②（大会状況、サッ
カーの汎用性と影響力など）

人口問題①（現況、日本の2021年合計特殊出生
率、推移の理由、世界の現況など）

地球温暖化①（COP27エジプト、2030年・2050
年目標へ向けて、カーボンニュートラルなど）

人口問題②（平均寿命、少子高齢化理由・対策
など）

地球温暖化②（脱石炭など世界は一つになれる
か、各国事情と思惑など）

人口問題③（社会保障政策への影響・対策、貧
困問題など）

世界のエネルギー事情①（各国の発電事情とそ
の理由など）

核兵器を考える①（ウィーンでの核兵器禁止条
約第１回会議、会議概要、不参加の国々など）

世界のエネルギー事情②（脱原発是非、ベース
ロード電源など）

履修上の
 注 意

上記の内容を扱いながら、社会情勢上重要な出来事が生じた場合はその解説や討議・意見交換などを適宜交え
る。状況により講義順の変更もあり。また、より理解を深めるために、日頃からニュースや時事問題を確認し
ておくことが望ましい。

試験成績の
評価基準

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

核兵器を考える②（ウクライナ情勢と核兵器、
日本の非核三原則と欧州など他国のスタンスな
ど）

来日外国人①（様々な在留資格、国別状況など）

参議院議員通常選挙（結果と岸田内閣の今後、
結果をから何が変わるかなど）

来日外国人②（技能実習生制度、特定技能制
度、問題点など）



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

メイクレッスン(資生堂)　※スーツ着用

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

基礎ゼミナール 演習

担任 １年

ビジネスデザイン科 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

・進路(就職・進学・留学)決定に向けて、自身についての理解を深める。
・社会の動きや就職活動の現状を把握する力を身に付け、スムーズに就職活動を始められるよう、基本となる
知識と実践力を養う。
【前期テーマ】自分を知る　【後期テーマ】就職活動準備

履歴書を書く(左部分) 企業訪問の時の注意事項

前期期末試験 後期期末試験

履修上の
 注 意

・授業内で、言葉遣いや敬語が身に付くよう意識づけを促す。

試験成績の
評価基準

【通年】平常点20点 【前期】履歴書40点+作文(長所)40点　【後期】履歴書完成80点+平常点20点

講義の展開計画

オリエンテーション　キャリアプランとは？ 講演会

『働く』とは？　人生のマネープランを立てよう 自己PRを書いてみる①

専門学校での2年間をどう過ごすか？就職活動
の流れ

自己PRを書いてみる②

自分を知る①(今までを振り返る) 学生時代に頑張ったことを書いてみる①

自分を知る②(今までを振り返る) 学生時代に頑張ったことを書いてみる②

自分を知る③(長所)文章化 履歴書の書き方①

自分を知る④(長所)グループワーク 履歴書の書き方②

自分を知る⑤(長所)まとめ

自分を知る⑥(短所)文章化 写真撮影()　※スーツ着用

自分を知る⑦(短所)グループワーク 就職ガイダンス

自分を知る⑧(短所)まとめ メールのマナー

自分の強み①(探す) 電話のマナー(ロープレ)

自分の強み②(仕事としてイメージしてみる) 面接・就職の流れ


