
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。

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

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

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

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

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

《 実践問題　１回分…別教材より 》

《 模擬テスト 》

《 実践問題　Review 》

《 模擬テスト 》　 IP Test に向けて

講義の展開計画

“Warming Up for TOEIC” Part III (別教材より）
Introduction /“Warming Up for TOEIC” 集中力度
Quiz/ 音慣れ度Quiz

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

Test 1　Part III/補助教材 : Idioms

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

Test 2　Part III/ビジネス用語200 / Idiom　⑤

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

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 》Review Test :
Part IV/ビジネス用語200 / Idioms　⑦

《 実践問題　Review 》

Review : 模擬テスト①

IP TEST

 実践問題（別教材より）

 実践問題（別教材より）

 Review : 模擬テスト①

 IP Test

Review Test : Part IV/補助教材 : Idioms　③

実践問題（別教材より)/補助教材 : Idioms　④

実践問題（別教材より）

《 前期期末試験》 《 後期期末試験》

 実践問題（別教材より）/Idiom　⑧

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

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

TOEIC　L 講義と演習

根子　さつき ２年

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

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

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

mock exam quiz 7  /  listening training 7

mock exam review quiz 8  /  listening training 8

IP test quiz 9  /  listening training 9

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.



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 講義と演習

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 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)

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％

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



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

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　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

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

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

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。

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）

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

《 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

《 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。



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 講義と演習

根子　さつき ２年

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

quiz 4  /  training 4 quiz 4   /   training 4

quiz 5  /  training 5 quiz 5   /   training 5

quiz 6  /  training 6 quiz 6   /   training 6

quiz 1  /  training 1 quiz 1   /   training 1

quiz 2  /  training 2 quiz 2   /   training 2

quiz 3  /  training 3 quiz 3   /   training 3

quiz 7  /  training 7 DVD appreciation

quiz 8  /  training 8 quiz 10   /   training 10

quiz 9  /  training 9 quiz 11   /   training 11

mock exam quiz 7   /   training 7

mock exam review quiz 8   /  training 8

IP test quiz 9   /   training 9

試験成績の
評価基準

quiz / the final exam / work to be submitted

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.



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 講義と演習

通年

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。

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

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

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

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

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

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

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

講義の展開計画

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

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

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

TOEIC 模試　解説 TOEIC 模試　解説

TOEIC IP TOEIC IP

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

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

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

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

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

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

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。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。

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 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 all, Q & A Review all, Q & A



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）

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

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

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

模試形式練習問題 TOEIC 模試

TOEIC模試 TOEIC 模試　復習

TOEIC 模試　復習 TOEIC IP

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

テキスト　unit 7 副詞 模試形式練習問題

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

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

2022年度

藤田　好子 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

TOEIC　R 講義＆演習

G、クラスまたは専攻 ④

通年

前期末試験 後期末試験

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 9  仮定法 part 5  演習　出る文法　スピードマスター

履修上の
 注 意

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

出題範囲1：文書のオプションと設定の管理 ビジネス活用

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキルWordⅡ 演習

西吉　まゆみ ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

富士通パソコン教室PCインストラクター

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

講義の概要

ビジネス活用

出題範囲1：文書のオプションと設定の管理 ビジネス活用

1年時に習得したWordの機能を復習し、１から文書が作成できる力を身につけ、実務で役立つビジネス文書を効
率よく作成することを目指す。
また総合的なWordのスキルの養成を図り、Microsoft MOSエキスパートの資格取得を目指す。

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
ビジネス文書の構成確認

MOS Word365＆2019（1年時の復習） ビジネス文書作成・ビジネスメールマナー

MOS Word365＆2019（1年時の復習）

出題範囲4：高度なWord機能の利用 ビジネス活用/筆記試験対策

出題範囲4：高度なWord機能の利用 ビジネス活用/筆記試験対策

出題範囲4：高度なWord機能の利用 ビジネス活用/筆記試験対策

前期まとめ・期末試験対策 後期まとめ・期末試験対策

出題範囲2：高度な編集や書式設定の機能の利
用

ビジネス活用

出題範囲2：高度な編集や書式設定の機能の利
用

ビジネス活用

出題範囲3：ユーザーのドキュメント要素の作
成

ビジネス活用

出題範囲3：ユーザーのドキュメント要素の作
成

ビジネス活用

出題範囲3：ユーザーのドキュメント要素の作
成

ビジネス活用

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

教材演習５（データの管理と書式設定） 模擬試験プログラム②

教材演習６（高度な機能を使用した数式） 模擬試験プログラム③

教材演習７（高度な機能を使用した数式） 模擬試験プログラム④

教材演習３（データの管理と書式設定） 教材演習１６（教科書総復習）

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ITスキルExcelⅡ 演習

松原　勝江 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

あり

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

講義の概要
高度な機能を利用して、ブックの管理やデータの管理、高度な機能を使用した数式及びマクロ作成、ピポット
テーブル、グラフを活用したデータ分析や評価を学習することで、Excelの応用機能を習得する。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Exｐerl、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（高度な機能を使用したｸﾞﾗﾌの管
理）

Excelの概要　スキルチェック
教材演習１４（高度な機能を使用したｸﾞﾗﾌの管
理）

復習１（Expert範囲）
教材演習１５（高度な機能を使用したテーブルの
管理）

復習２（Expert範囲）
教材演習１６（高度な機能を使用したテーブルの
管理）

教材演習１（ブックのオプションと設定の管理）
教材演習１７（高度な機能を使用したテーブルの
管理）

教材演習２（ブックのオプションと設定の管理） 教材演習１５（教科書総復習）

教材演習４（データの管理と書式設定） 模擬試験プログラム①

教材演習８（高度な機能を使用した数式） 模擬試験プログラム⑤

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%）

教材演習９（高度な機能を使用した数式） 模擬プログラム総解説

教材演習１０（高度な機能を使用した数式） 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。



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16回

第２回 第17回

第３回 第18回

第４回 第19回

第５回 第20回

第６回 第21回

第７回 第22回

第８回 第23回

第９回 第24回

第10回 第25回

第11回 第26回

第12回 第27回

第13回 第28回

第14回 第29回

第15回 第30回

テーマ22 連結会計III(成果連結)

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

簿記演習 演習

鈴木　翔太 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

公認会計士として、法定監査（金融商品取引法、会社法等）、株式上場支援、内部統制構築支援等の業務を行っている。

合格テキスト日商簿記（商業簿記）　合格トレーニング日商簿記（商業簿記）

講義の概要
日商簿記2級における商業簿記の範囲を学習します。
理解を深めるために演習問題も行います。

講義の展開計画

試験成績の
評価基準

定期試験60%、検定試験の合否20%、平常点（授業態度）20%の総合的評価

オリエンテーション テーマ12 税金

テーマ00 簿記一巡の手続き テーマ13 課税所得の算定と税効果会計

テーマ01 財務諸表 テーマ16 決算手続

テーマ02 商品売買 テーマ17 収益の認識基

テーマ03 現金および預金 テーマ18 本支店会計

テーマ04 債権・債務 テーマ19 合併と事業譲渡

テーマ05 有価証券 テーマ20 連結会計I(資本連結I)

テーマ06 有形固定資産(I) テーマ21 連結会計II(資本連結II)

テーマ07 有形固定資産(II)

テーマ08 リース取引
テーマ23 連結会計Ⅳ(連結株主資本等変動計算書
を作成する場合)

テーマ09 無形固定資産等と研究開発費 テーマ24 製造業会計

テーマ10 引当金 総合問題

テーマ11 外貨換算会計 総合問題

前期まとめ 後期まとめ

前期末試験 後期末試験

履修上の
 注 意

十分な復習が必要です。



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16回

第２回 第17回

第３回 第18回

第４回 第19回

第５回 第20回

第６回 第21回

第７回 第22回

第８回 第23回

第９回 第24回

第10回 第25回

第11回 第26回

第12回 第27回

第13回 第28回

第14回 第29回

第15回 第30回

講 義 概 要 （Syllabus）

テーマ11 外貨換算会計 総合問題

前期まとめ 後期まとめ

前期末試験 後期末試験

テーマ09 無形固定資産等と研究開発費 テーマ24 製造業会計

2022年度

会計演習 演習

鈴木　翔太 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

公認会計士として、法定監査（金融商品取引法、会社法等）、株式上場支援、内部統制構築支援等の業務を行っている。

合格テキスト日商簿記（商業簿記）　合格トレーニング日商簿記（商業簿記）

講義の概要
日商簿記2級における商業簿記の範囲を学習します。
理解を深めるために演習問題も行います。

講義の展開計画

オリエンテーション テーマ12 税金

テーマ00 簿記一巡の手続き テーマ13 課税所得の算定と税効果会計

テーマ01 財務諸表 テーマ16 決算手続

テーマ02 商品売買 テーマ17 収益の認識基

テーマ03 現金および預金 テーマ18 本支店会計

テーマ04 債権・債務 テーマ19 合併と事業譲渡

テーマ05 有価証券 テーマ20 連結会計I(資本連結I)

テーマ06 有形固定資産(I) テーマ21 連結会計II(資本連結II)

テーマ07 有形固定資産(II) テーマ22 連結会計III(成果連結)

テーマ08 リース取引
テーマ23 連結会計Ⅳ(連結株主資本等変動計算書
を作成する場合)

テーマ10 引当金 総合問題

履修上の
 注 意

十分な復習が必要です。

試験成績の
評価基準

定期試験60%、検定試験の合否20%、平常点（授業態度）20%の総合的評価



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

講義の概要
◆ビジネスの場で不可欠な「聞く」「書く」「話す（つたえる）」力を身に付ける
◆上記検定の学習を通して、様々なビジネスの場で自らで判断して行動できる力を習得する
◆秘書検定準1級の取得を目標とする

講義の展開計画

オリエンテーション
準1級記述対策①（秘書の資質・一般知識）
「読む力」をつける①

準1級記述対策⑮（技能・一般知識）
検定直前対策①

準1級記述対策②（秘書の資質・一般知識）
「読む力」をつける②

準1級記述対策⑯（技能・一般知識）
検定直前対策②

準1級記述対策③（秘書の資質・一般知識）
「読む力」をつける③

準1級記述対策⑰（技能・一般知識）
検定直前対策③

準1級記述対策⑩（マナー接遇・一般知識）
「話す力」をつける②

準1級面接対策④
お金に関する基礎知識④（稼ぐ知識）

準1級記述対策⑪（マナー接遇・一般知識）
「話す力」をつける③

お金に関する基礎知識⑤（増やす知識）
総合演習①

準1級記述対策⑫（マナー接遇・一般知識）
「話す力」をつける④

お金に関する基礎知識⑥（増やす知識）
総合演習②

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ビジネス実務Ⅱ 演習

細川　久美子 ２年

準1級記述対策⑬（技能・一般知識）
「話す力」をつける⑤

実技試験

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻 共通科目

通年

株式会社人事・教育サービス取締役

秘書検定準1級に面白いほど受かる本、秘書検定準1級実問題集2022年版

準1級記述対策④（職務知識・一般知識）
「書く力」をつける①

準1級記述対策⑱（技能・一般知識）
検定直前対策④

準1級記述対策⑤（職務知識・一般知識）
「書く力」をつける②

準1級記述対策⑱（技能・一般知識）
検定直前対策⑤

準1級記述対策⑥（職務知識・一般知識）
「書く力」をつける③

準1級記述対策⑱（技能・一般知識）
検定直前対策⑥

準1級記述対策⑦（職務知識・一般知識）
「書く力」をつける④

準1級面接対策①
お金に関する基礎知識（貯める知識）

準1級記述対策⑧（マナー接遇・一般知識）
「書く力」をつける⑤

準1級面接対策②
お金に関する基礎知識②（貯める知識）

準1級記述対策⑨（マナー接遇・一般知識）
「話す力」をつける①

準1級面接対策③
お金に関する基礎知識③（稼ぐ知識）

準1級記述対策⑭（技能・一般知識）
「話す力」をつける⑤

実技試験

期末試験 筆記試験

履修上の
 注 意

積極的に検定取得に取り組んでください。
状況に応じ、授業の内容や順を変更することがあります

試験成績の
評価基準

【前期】筆記試験：平常点（課題、出席状況、授業の参加意欲）＝8：2
【後期】筆記試験：実技試験：平常点（課題、出席、授業の参加意欲）＝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84回検定問題・解答解説

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

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

流通ビジネス 講義と演習

西谷　成昭 ２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

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

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。



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1編小売業の類型（受験対策） 模擬試験（予想問題）第2回

第2編マーチャンダイジング（受験対策） 第87回検定問題・解答解説

第3編ストアオペレーション第1章店舗運営サイ
クルの戦略的展開　第2章発注の戦略的展開

第85回検定問題・解答解説

第3章LSP（レイバースケジューリングプログラ
ム）の戦略的展開　第4章ローコストオペレー
ションの戦略的展開

第83回検定問題・解答解説

第5章管理者または店長による人材育成（OJT)
の実践　第4編　マーケティング　第1章リテー
ルマーケティング戦略の実践

第81回検定問題・解答解説

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。一度に合格を目指すことはいいことです
が、「科目合格」をねらって1科目づつ制覇するよう意識して学習してください。その積み重ねが将来に役立ちます。

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。

模擬試験（予想問題）第1回

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

販売士ハンドブック（発展編）リテールマーケティング（販売士）検定試験1級対応（上巻）①小売業
の類型②マーチャンダイジング（下巻）③ストアオペレーション④マーケティング⑤販売・経営管理

流通・小売業従事者の資質向上をはかるとともに、その健全な発展と消費者サービスの工場に資することを目的に、流通・小
売業唯一の公的資格として受験し、合格することを目的として講義を行います。AI・IoTなどIT利活用の高度化、グローバル
化の急速な進展や人口減少に伴う需要の縮小など、企業を取り巻く環境が厳しさを増す中で働き方改革による生産性向上が求
められています。こうしたなか、販売士の知識やスキルを必要とする多様な業種に対応するための授業を行います。

講義の展開計画

販売士（リテールマーケティング）について
第1編小売業の類型　第1章流通システムの変革
と小売業の新たな役割

第5編販売・経営管理　第1章小売業の従業員管
理と能力開発

第2章ライフスタイルの変化とマーケティング
戦略の展開方法　第3章個客戦略の実際

第80回検定問題・解答解説

第4章出店戦略と商圏分析の実際　第5章リー
ジョナルプロモーションの戦略的展開

本試験対策問題・解答解説

第3編ストアオペレーション（受験対策） 試験直前対策・模擬問題の演習・解答解説

2022年度

流通ビジネス 講義と演習

西谷　成昭 ２年

後期期末試験前期期末試験

講義の概要

第4章小売業のリスクマネジメント

講 義 概 要 （Syllabus）

第2章フランチャイズシステムの戦略的特性
第3章店舗形態別小売業の戦略的特性

第2章小売業の戦略的キャッシュフロー経営

第4章チェーンストアの戦略概論　第5章商店街
とショッピングセンターの戦略的特性

第3章小売業の店舗に関する法律

第2編マーチャンダイジング第1章マーチャンダ
イジング戦略の概論　第2章商品計画の策定と
商品予算の実務

第3章販売計画の戦略的策定　第4章仕入計画と
在庫管理の実務

第5編販売・経営管理（受験対策）

第5章戦略的商品管理の実際　第6章物流システ
ムの実際



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

プレゼンテーション 演習

豊田　裕子 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

講義の概要
①プレゼンテーションの技術の基本を身に付ける　②根拠を踏まえて述べるなどの論理的思考力を身に付ける
③テーマについて自分の考えを述べることができる発信力を身に付ける
※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

オリエンテーション

プレゼンテーション技法①

プレゼンテーション技法②

プレゼンテーション③スライドづくり

実技試験（プレゼンテーション③）

実技試験（プレゼンテーション③）

筆記試験

プレゼンテーション③シナリオづくり

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

なし

プレゼンテーション技法③

プレゼンテーション①

論理的思考力を身に付ける①

論理的思考力を身に付ける②

論理的思考力を身に付ける③

プレゼンテーション②

スライドづくりの基本

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（35点）　筆記試験（35点）　平常点（30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

ワーケーション実習　　事後学習レポート作成 インターネットマーケティング　①

流通のマネージメント　①

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

観光サービス演習 演習

安藤　公明 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

大手旅行会社にて、海外国内旅行セールス・リテールビジネス・仕入れ・WEB商品開発に従事し、業界情報にも
明るい。

ジェイティービー能力開発　観光のマーケティング・マネジメント

講義の概要
日々変化する現代社会において、観光産業をベースとしたマーケティングを理解することにより幅広く社会貢
献できる考え方を養う。

コミュニケーション力造成　① インターネットマーケティング　②

コミュニケーション力造成　② ディティネーションマネージメント

前期試験と解説 後期試験と解説

履修上の
 注 意

演習なので、グループワークとレポート及び発表がメインの授業となります。出席は必須となります。

試験成績の
評価基準

定期テスト　40％　　発表20％　レポート20％　平常点20％

講義の展開計画

オリエンテーション（自己紹介・グループ分
け・進路希望　等）

観光マーケティングの環境分析　①

観光の重要性 観光マーケティングの環境分析　②

マーケティングの発想 観光マーケティングの環境分析　③

サービスによる価値創造メカニズム　① 競争の分析　①

サービスによる価値創造メカニズム　② 競争の分析　②

サービスによる価値創造メカニズム　③ 価格のマネージメント（航空）　①

観光マーケットと購買行動　① 価格のマネージメント（航空）　②

観光マーケットと購買行動　②

観光マーケットと購買行動　③ 流通のマネージメント　②　LOOKJTB

観光商品のマネージメント（JALパック） プロモーションマネージメント　①

ワーケーション実習　　事前学習 プロモーションマネージメント　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回期末考査 期末テスト

履修上の
 注 意

欠席、遅刻をしないよう注意してください。

試験成績の
評価基準

課題提出30点、授業への取り組み20点、期末考査50点

仙台空港視察 航空業界で働く人たち②

仙台空港振り返り 復習

エアライン入門 エアライン検定模擬問題①

航空機の歴史と構造① エアライン検定模擬問題②

復習 総復習

プレゼンテーション準備② 航空路と航空管制①

プレゼンテーション① 航空路と航空管制②

プレゼンテーション② エアライン会社とサービス①

仙台空港視察準備① エアライン会社とサービス②

仙台空港視察 航空業界で働く人たち①

講義の展開計画

オリエンテーション 航空路と航空管制①

日本の空港 航空路と航空管制②

プレゼンテーション準備① エアライン会社とサービス①

世界の主要空港 エアライン会社とサービス②

松橋　有希子 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

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

エアライン検定

講義の概要
国内外の空港を知り、航空業界の仕事を学びます。11月にｴｱﾗｲﾝ検定の取得（任意）を目指し
ます。

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

エアラインサービス演習 演習



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回前期末定期考査 後期末定期考査

履修上の
 注 意

学生の習熟度に応じて、講義順が変わる場合があります。

試験成績の
評価基準

前期：記述80％、平常点20%    後期：記述５０%、実技５０%の総合

観察力・想像力を鍛える クレーム対応とホスピタリティ

ホスピタリティマナ－の基本 環境つくりとホスピタリティ

身だしなみポイント
報告、連絡、相談におけるホスピタリティの重
要性

言葉遣いポイント 育成・指導とホスピタリティ

挨拶のTPOなど ワンランク上のゲスト対応を考える＆実技テスト

高齢者に対するホスピタリティ 働き方改革とホスピタリティ

様々な相手に対するホスピタリティ チーム活動とホスピタリティ

ホスピタリティマインド―自分自身の感情を知る ホスピタリティ実践　グループワーク①

交流分析－自分と相手 ホスピタリティ実践　グループワーク➁

心に余裕をもつ重要性 お客様対応とホスピタリティ

講義の展開計画

ホスピタリティの基本 ホスピタリティコミュニケーションの基本

ホスピタリティの成り立ち リスニングスキル

ホスピタリティの効果 ト-キングスキル

今後の社会とホスピタリティ 様々なコミュニケーション

阿部　弘枝

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

大型ホテル宿泊・接客サービス全般、インバウンドマーケティング、商品企画などを中心にホテル業界キャリ
ア２０年

社会人ホスピタリティ　要点チェック＆確認問題

講義の概要
今日、日本語のおもてなしの代用語として使用されているホスピタリティの語源や本来の意味について学び、
ホスピタリティ産業だけでなく、日常生活やビジネスの様々なシ-ンにおいても活用し、学生の進路それぞれに
合わせて、実践的且つ有効活用できる授業展開を目指す。

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ホスピタリティマネジメント 演習



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回前期期末試験の解説、前回の質問に解説 後期期末試験

履修上の
 注 意

・毎回ではないですが、ペアワークやグループワークを取り入れ、発表などを通して、異文化コミュニケーションについての
認識や意識を高め、深めることができます。日本と他国の比較事例を覚えていきます。
・前回の内容を復習しながら、発音や意味などをチェックします。

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%）

・中国の文化芸術①
・私はパソコンをもっています。動詞『有』
　反復疑問文P68

・文化芸術②
・漢数字、名詞のヨ体　P90

・文化芸術②
・形容詞の使い方P108-123

・韓国の宗教文化
・動詞のヨ体　練習問題　資料配布

・「女性の日」、記念日
・動詞分の表現、助動詞、完了、経験P124--

・韓国の服装文化について
・名詞の敬語、動詞の敬語P106

・中国の服装文化について
・必要するときの表現【Ⅰ－３】P95-111

・韓国の割り勘、プライベート文化
・動詞の過去形、過去敬語資料配布

・中国の割り勘、プライベート文化
期末試験対策、質疑応答
・約束ⅠP149、

・招待、許可、願いなどの表現　P148-166　期
末試験対策、質疑応答

・単母音（7種類）,子音（21種類）、
複合母音（13種類）、鼻母音（16種類）
P13-14

・韓国の現代社会①
・ハングルの合成母音、単語

・中国の現代社会①
・私は～です。否定形、疑問形

・現代社会②
・ハングルのパッチム、単語

現代社会②
・これはなんですか
指示代詞、物の名詞、疑問代詞　p66

・韓国の教育文化①
・私は～です。否定形、疑問形肯定形　P40-58

中国の教育文化①
・尋ねるⅠ―３　P47-67

・教育文化②
・何をしますか　動詞のです形、ます形導入
P64

・教育文化②
・尋ねる4-5P75-83 　p90

・韓国の文化芸術①
・動詞のです、ます形　練習問題　P76

講義の展開計画

シラバス、授業説明、座席指定、自己紹介、
中国語の名前の発表。中国語で練。

シラバス、授業説明、座席指定、韓国語の名前
発表。韓国語で自己紹介練習

・「自文化」と「他文化」の理解と比較
・中国人の日常生活①
・中国語で自己紹介

・「自文化」と「他文化」の理解と比較
・韓国人の日常生活①
・ハングルの子音、母音、単語

中国人の日常生活②
・発音のポイント（ピンイン、母音、声調）
P5-8

・韓国人の日常生活②
・ハングルの激音　、単語

・地理歴史 ・単母音（7種類），子音（21種類）、
・韓国の地理歴史
・ハングルの濃音、単語

李　香 ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

通年

　・前期の参考文献　①林松濤「リン　ショウトウ」（（2016）【日本人が知りたい中国人の当たり前中国語リーディング】三修社　②王
丹「Wang Dan 」（2015）【新ゼロからスタート中国語】文法編　（CD1枚付き）Jリサーチ出版　　　・後期の参考文献　①木内明
（2018）【基礎から学ぶ韓国語講座】初級　改訂版（CD1枚付き）国書刊行会　②李　昌圭　（イ　チャンギュ）（2011）【文法から学べる
韓国語】（CD1枚付き）ナツメ社

講義の概要

　私たちは日常生活において「文化」という概念を何気なく使っていますが、果たして「文化」とは何を意味しているのでしょうか？わかっているようでわ
からない概念である「文化」について考えてみることが、異文化コミュニケーションを学ぶための第一歩だと思います。
　この授業では、前期は主に中国の文化や中国語の講座を、後期は主に韓国の文化や韓国の現代社会の事情など、韓国語講座を取り入れ、グローバル社会に
おいて、異文化（中国韓国）に対する感受性と他文化への共感性を高め、バランスの取れた異文化コミュニケーション能力を身につけることを目標としま
す。そして異文化間交渉における異文化への理解力、コミュニケーション能力、言語技能の役割について理解を深めていきます。

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

異文化コミュニケーション 演習



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 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Midterm Exam Final Exam

履修上の
 注 意

試験成績の
評価基準

class 20 + Quiz 20 + Exam 60

Companies B Requests and Offers A

Meeting People A Requests and Offers B

Meeting People B Socializing a

In the office A Socializing B

In the office B Review

At a trade fair B Directions A

Schedules B Directions B

Schedules B Reservations A

Quiz #1 Reservations B

Companies A Quiz #2

講義の展開計画

Introductions and class flow Work A

Checking in A Work B

Checking in B Appointments A

At a trade fair A Appointments B

Mario Passalacqua ２年

ビジネスデザイン科 G、クラスまたは専攻

前期

Business Venture Beginner

講義の概要

講 義 概 要 （Syllabus）
2022年度

ビジネス英会話 演習



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 

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

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

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

担任 ２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
・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 概 要 （Syllabus）
2022年度

基礎ゼミナール 演習


