
   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   ＯＡⅠ     ３ キャリア養成学科 

１年コース 

 

  １年    必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 原永 由貴 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

 

 

 

 

 

   使用教材 日本語ワープロ検定準２級・２級問題集 情報処理検定準２級・２級問題集 

    副教材等 日本語ワープロ検定準１級・１級問題集 情報処理検定準１級・１級問題集 

 

 講義の概要 

社会人として最低限必要なWord・Excelの技能を身に付けさせる。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１．Wordソフトを使用し、ビジネス文書の形式や構成要素を理解し、社外文書や社内文書 

が作成できる 

２．Excelソフトを使用し正確なデータ入力、必要に応じた関数を使用し、情報処理能力を 

身につけさせる。 

３．年間４回行われる検定試験を受験し、各種検定２級以上の取得を目標とする 

取得可能資格 ：日本語ワープロ検定、文書デザイン検定、情報処理技能検定 

 

 授業計画 

 ４月 ビジネス文書の基礎、文字書体、文字飾り、表の加工 

 ５月 体裁処理、ドロップキャップ、ワードアート 

 ６月 画像挿入、図形挿入・加工、ページ罫線 

 ７月 日本語ワープロ検定、文書デザイン検定練習問題演習 

 ９月 Wordを用いたチラシ作成 

10月 数値入力、端末処理、合計、平均 

11月 オートフィル、表検索 

12月 ＩＦ関数、グラフ挿入 

 １月 データベース関数 

 ２月 情報処理技能検定練習問題 

 ３月 情報処理技能検定練習問題 

 

授業外学習 検定受験 

考査出題方針 日本情報処理検定協会各種検定に準ずる問題とする。 

課題・提出物 夏期課題及び作成物等 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 各考査の成績、検定受験状況、出席状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 

 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   ＯＡⅡ     ３ キャリア養成学科 

２年コース 

 

  ２年    必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 原永由貴 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

 

 

 

   使用教材 プレゼンテーション作成検定１級・２級問題集 

    副教材等  

 

 講義の概要 

社会人として最低限必要なPower Pointの技能を身に付けさせる。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１．Power Pointソフトを使用し、効果的なスライド作成方法を習得させ、発表する力を身に付

けさせる。 

３．年間４回行われる検定試験を受験し、各種検定２級以上の取得を目標とする。 

取得可能資格 ：日本語ワープロ検定、文書デザイン検定、情報処理技能検定 

        プレゼンテーション作成検定 

 

 授業計画 

 ４月 スライド番号、スライドデザイン、図形・画像挿入 

 ５月 画面切り替え、アニメーション、表作成 

 ６月 スライドマスター、グラフ挿入 

 ７月 プレゼンテーション作成検定練習問題 

 ９月 Wordを用いたチラシ作成 

10月 プレゼンテーション作成検定練習問題 

11月 卒業制作発表準備 

12月 卒業制作発表準備 

 １月 卒業制作発表準備 

 ２月 卒業制作発表準備 

 ３月 卒業制作発表 

 

授業外学習 検定受験 

考査出題方針 日本情報処理検定協会各種検定に準ずる問題とする。 

課題・提出物 夏期課題及び作成物等 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 各考査の成績、検定受験状況、出席状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   ＯＡⅠ     ４ キャリア養成学科 

２年コース 

 

  １年    必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 川﨑 妃佳梨 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

フライトアテンダント歴２年 秘書・事務経験２年 

 

 

 

 

   使用教材 日本語ワープロ検定準２級・２級問題集 情報処理検定準２級・２級問題集 

    副教材等 日本語ワープロ検定準１級・１級問題集 情報処理検定準１級・１級問題集 

 

 講義の概要 

社会人として最低限必要なWord・Excelの技能を身に付けさせる。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１．Wordソフトを使用し、ビジネス文書の形式や構成要素を理解し、社外文書や社内文書 

が作成できる 

２．Excelソフトを使用し正確なデータ入力、必要に応じた関数を使用し、情報処理能力を 

身につけさせる。 

３．年間４回行われる検定試験を受験し、各種検定２級以上の取得を目標とする 

取得可能資格 ：日本語ワープロ検定、文書デザイン検定、情報処理技能検定 

 

 授業計画 

 ４月 ビジネス文書の基礎、文字書体、文字飾り、表の加工 

 ５月 体裁処理、ドロップキャップ、ワードアート 

 ６月 画像挿入、図形挿入・加工、ページ罫線 

 ７月 日本語ワープロ検定、文書デザイン検定練習問題演習 

 ９月 Wordを用いたチラシ作成 

10月 数値入力、端末処理、合計、平均 

11月 オートフィル、表検索 

12月 ＩＦ関数、グラフ挿入 

 １月 データベース関数 

 ２月 情報処理技能検定練習問題 

 ３月 情報処理技能検定練習問題 

 

授業外学習 検定受験 

考査出題方針 日本情報処理検定協会各種検定に準ずる問題とする。 

課題・提出物 夏期課題及び作成物等 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 各考査の成績、検定受験状況、出席状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 

 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    エアロビクスⅠ     ２ キャリア養成１年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師    氏名 畠中 和子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

エアロビクス指導歴３５年 日本スポーツクラブ協会指導員認定 

 

 

 

   使用教材  

    副教材等  

 

 講義の概要 

 運動の必要性を体感し、効果的な身体の動かし方を修得する。 

 授業は実技と理論。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 日常生活に運動習慣を取り入れる手段を習得する。チェックシートの活用。 

２ 正しい身体の動かし方を体感し、セルフでリセットできるようになる。 

３ 自身の身体と向き合うとともに、チームワークの楽しさ・大切さを身に付ける。 

 

 授業計画 

 ４月 現在の身体の状態を把握し（姿勢）正しい身体の動かし方を学ぶ 

 ５月 体力作り運動①ダイナミックストレッチ、有酸素運動、筋トレ（各身体の部位） 

 ６月   〃   ②①＋リンパトリートメント＋リラクゼーション 

 ７月   〃   ③①＋②＋呼吸法 

 ９月   〃   ④①＋②＋③の復習 

10月   〃   ④＋おはら祭の練習 

11月   〃   ④＋サーキットトレーニング ウォーキング 

12月   〃   ④＋サーキットトレーニング ウォーキング＋ランニング 

 １月   〃   ④＋各症状に合わせたケア方法 

 ２月   〃   ④＋各症状に合わせたケア方法 

 ３月   〃   ④＋各症状に合わせたケア方法 

 

授業外学習  

考査出題方針  

課題・提出物  

評価の観点 ①意欲・関心 ②表現・技能 ③知識・理解 ④態度 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 実技、ペーパーテストによる理論、体力測定にて評価する。 

評価について 別途指示 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    エアロビクスⅠ     ２ キャリア養成２年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師    氏名 畠中 和子 

教科に係る実務経験等     エアロビクス指導歴３５年 日本スポーツクラブ協会指導員認定 

 

 

 

  使用教材  

    副教材等  

 

 講義の概要 

運動の必要性を体感し、効果的な身体の動かし方を修得する。 

 授業は実技と理論。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 日常生活に運動習慣を取り入れることができるようになる。チャックシートの活用。 

２ 正しい身体の動かし方を体感し、継続できる方法を学ぶ。 

３ 自身の身体と向き合うとともに、チームワークの楽しさ・大切さを身に付ける。 

 

 授業計画 

 ４月 現在の身体の状態を数字で把握する。体力測定、形態測定。 

 ５月 体力作り運動①→ダイナミックストレッチ、有酸素運動、筋トレ 

 ６月 体力作り運動②→①＋リンパトリートメント 

 ７月 体力作り運動③→①＋②＋リラクゼーション 

 ９月 健康作り運動①→深い呼吸、有酸素運動、スタティックストレッチ 

10月 おはら祭の練習 

11月 健康作り運動②→①＋筋トレ 

12月 寒い時期の運動①→サーキットトレーニング ウォーキングバージョン 

 １月    〃   ②→サーキットトレーニング ウォーク＆ランニング 

 ２月    〃   ③→サーキットトレーニング ランニング＆ジャンプ 

 ３月 まとめ 運動と身体のケア方法 

 

授業外学習  

考査出題方針  

課題・提出物  

評価の観点 ①意欲・関心 ②表現・技能 ③知識・理解 ④態度 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 実技、ペーパーテストによる理論、体力測定にて評価する。 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    エアロビクスⅡ     ２ キャリア養成２年コース   ２年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師    氏名 畠中 和子 

教科に係る実務経験等     エアロビクス指導歴３５年 日本スポーツクラブ協会指導員認定 

 

 

 

  使用教材  

    副教材等  

 

 講義の概要 

安全で効果的な運動方法と一人でできるコンディショニング方法を習得する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ １年時に修得した身体の動かし方をより楽により効果的に行うために身近にあるア

イテムを使って運動を習慣化する。 

２ 日常活動動作の偏った動かし方による痛みを軽減、解消する方法を習得する。 

３ 自己チャックシートをつけ、運動習慣を身に付ける。 

 

 授業計画 

 ４月 現在の身体の状態の把握。１年時と比較する。（体力測定、形態測定） 

 ５月 正しい身体の動かし方①姿勢、意識、体感 

 ６月 〃     ②①＋強度の上げ下げ（マイペースを知る） 

 ７月 〃     ③①＋②＋呼吸法 

 ９月 セルフコンディショニング（下肢）ペアストレッチ、筋トレ 

10月 一人でできる運動方法（各症状ごとに）＋おはら祭の練習 

11月        〃          ＋効果的な脂肪燃焼法（呼吸） 

12月        〃          ＋    〃    （ウォーキング） 

 １月 一人でできる運動をチームメイトとコミュニケーションを取りながら行う 

 ２月        〃 

 ３月        〃 

 

授業外学習  

考査出題方針  

課題・提出物  

評価の観点 ①意欲・関心 ②表現・技能 ③知識・理解 ④態度 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 実技、ペーパーテストによる理論、体力測定にて評価する。 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   秘書学Ⅱ     ２ キャリア養成学科 

２年コース 

  ２年    必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 宅間 智子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

NTTにて実務１８年（内ﾏﾅｰ講座ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ４年），秘書技能検定1級 

   使用教材 この1冊で決める!!秘書検定準1級･2級合格教本（新星出版社） 

    副教材等 仕事の常識基本テキスト(キャリア総研) 

 

 講義の概要 

 社会人としての基礎教養としての知識を定着させる。 

 授業は、講義と演習を組み合わせた形式で実施する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

1.秘書に関連する業務を学ぶことを通じて会社や団体の組織や運営について知り、社会人と

してのマナーを身に付ける。 

2. 「サービス接遇検定準１級」「秘書検定準１級・２級」の資格を取得し、実務に活かせる

技術会得を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 １年次の復習、就職活動におけるマナー 

 ５月 秘書検定対策 

 ６月 働くために知っておくこと 

 ７月 仕事上の人間関係 

 ９月 コミュニケーション力 

10月 目標設定と計画 

11月 会議について 

12月 インターネットについて 

 １月 情報の収集と活用 

 ２月 プレゼンテーションについて 

 ３月 まとめ 

 

授業外学習 レポートを提出する。 

考査出題方針 秘書検定2級の模擬問題に準ずる問題とする。 

課題・提出物 夏期課題及びレポート等 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義後に行う振り返り、講義中に不定期に課すレポート及び小テスト、 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

秘書学Ⅰ     ３ キャリア養成学科 

1年コース，2年コース 

１ 必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 宅間 智子 

教科に係る実務経験等     NTTにて実務１８年（内ﾏﾅｰ講座ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ４年），秘書技能検定1級 

  使用教材 この1冊で決める!!秘書検定準1級･2級合格教本（新星出版社） 

    副教材等  

 

 講義の概要 

社会人としての基礎教養としての知識を定着させる。 

 授業は、講義と演習を組み合わせた形式で実施する。 

  授業の到達目標及びテーマ 

1.秘書に関連する業務を学ぶことを通じて会社や団体の組織や運営について知り、社会人と

してのマナーを身に付ける。 

2. 「サービス接遇検定２級」「ビジネス電話検定知識Ａ級」「秘書検定２級」の資格を取得

し、実務に活かせる技術会得を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 敬語について 

 ５月 来客応対の基本 

 ６月 電話応対の基本 

 ７月 訪問のマナーについて 

 ９月 前期のまとめ 

10月 文書の基礎知識 

11月 日常業務･非日常業務について 

12月 報連相について 

 １月 企業に関する知識について 

 ２月 マーケティングについて 

 ３月 まとめ 

 

授業外学習 復習となる実問題集を課題とし、ノート提出する。 

考査出題方針 秘書検定2級の模擬問題に準ずる問題とする。 

課題・提出物 課題のノート提出 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義後に行う振り返り、講義中に不定期に課すレポート及び小テスト、 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

ホスピタリティ実務Ⅰ     ３ キャリア養成学科 

２年コース 

  １年    必修 

 

    担当教員 職名  専任講師       氏名 石田 佳美 

教科に係る実務経験等     客室乗務員歴11年（国内線・国際線） 

   使用教材 必要に応じてプリントを配布 

    副教材等  

 

 講義の概要 

 コミュニケーション力を高め自己表現力を付け、実践的な実務能力を身につける。 

 

 授業の到達目標及びテーマ 

社会生活に即応し、企業に求められる人材の育成を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 自己紹介・自己PRについて 

 ５月 履歴書について，面接について 

 ６月 グループディスカッションについて 

 ７月 CA業務体験、事例研究 

 ９月 前期のまとめ 

10月 キャリアデザイン 

11月 作文、小論文 

12月 PDSA 

 １月 面接演習 

 ２月 グループディスカッション演習 

 ３月 まとめ 

 

授業外学習 面接演習 

考査出題方針 模擬面接とする 

課題・提出物 夏期課題及び発表 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 自己分析および自己表現ができているかを模擬面接で判断する。 

評価について 別途指示 

 

 

  

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

 ホスピタリティ実務Ⅰ     ４ キャリア養成学科 

1年コース 

１ 必修 

 

    担当教員  職名 専任講師       氏名 石田 佳美 

教科に係る実務経験等     客室乗務員歴11年（国内線・国際線） 

） 
  使用教材 必要に応じてプリントを配布 

    副教材等  

 

 講義の概要 

コミュニケーション力を高め自己表現力を付け、実践的な実務能力を身につける。 

 

 授業の到達目標及びテーマ 

社会生活に即応し、企業に求められる人材の育成を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 自己紹介・自己PRについて 

 ５月 履歴書について，面接について 

 ６月 グループディスカッションについて 

 ７月 面接演習、グループディスカッション演習 

 ９月 前期のまとめ 

10月 キャリアデザイン 

11月 文書作成について 

12月 日本の文化について 

 １月 実行力・課題発見力について 

 ２月 計画力･創造力・傾聴力について 

 ３月 まとめ 

 

授業外学習 面接演習 

考査出題方針 模擬面接とする 

課題・提出物 夏期課題及び発表 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 自己分析および自己表現ができているかを模擬面接で判断する。 

評価について 別途指示 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

ホスピタリティ実務Ⅱ     ４ キャリア養成学科 

２年コース 

1 必修 

 

    担当教員 職名 専任講師       氏名 川﨑 妃佳梨 
専任講師       氏名 石田 佳美 

教科に係る実務経験等     かごしま親善大使１年 フライトアテンダント歴２年 

客室乗務員歴11年（国内線・国際線） 

  使用教材 必要に応じてプリントを配布 

    副教材等  

 

 講義の概要 

コミュニケーション力を高め自己表現力を付け、実践的な実務能力を身につける。 

 

 授業の到達目標及びテーマ 

社会生活に即応し、企業に求められる人材の育成を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 １年次の復習 

 ５月 履歴書の推敲 

 ６月 面接実践 

  ７月 面接・グループディスカッション・スピーチの演習､ 

 ９月 前期のまとめ 

10月 実行力・課題発見力について 

11月 計画力･創造力・傾聴力について 

12月 社会人基礎力ワーク 

  １月 アサーションワーク 

 ２月 ライフラインチャート 

 ３月 まとめ 

 

授業外学習 面接演習 

考査出題方針 模擬面接とする 

課題・提出物 夏期課題及び発表 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 自己分析および自己表現ができているかを模擬面接で判断する。 

評価について 別途指示 

 



 

科目名 単位数 コース 学年 履修について 

時事社会 ２ キャリア養成学科 １年コース・２年コース １年 必修 

 

担当教員  職名 参与    氏名 黑木加代子 

教科に係る実務経験等  公立高等学校教員等 38年 

使用教材 『一般常識＆最新時事』(成美堂出版)、 

月刊『新聞ダイジェスト』（新聞ダイジェスト社）ほか 

  副教材等 教員作成プリント、新聞、雑誌、インターネット 

 

 講義の概要 

  社会人としての教養として、基礎的な知識を定着させる。 

  授業は、配付資料に基づく講義と、演習を組み合わせた形式で実施する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 最新の時事ニュースについての理解を深める。 

２ 政治、経済、歴史、文化等の全世界的な現状と、現代日本の課題について思考を深める。 

３ 課題意識を深めるとともに、それぞれの事項について議論ができるようになる。 

 

 授業計画 

 ４月  働くことの意義、社会の動向について概論的に把握する。 

 ５月 最新の国内、海外情勢について理解を深める。 

 ６月  歴史、文化、エネルギーについて項目毎の理解を深める。 

 ７月  各分野について、調べ学習や演習を行う。 

 ９月  前期末試験の実施。地域の課題等について理解を深める。 

10月  自然科学分野についての課題について認識を深め、理解を深める。 

11月  世界と日本の関係性について理解を深める。 

12月 安全保障、国際関係についての理解を深める。 

 １月 歴史的側面から、現代社会の課題を認識する。 

 ２月  学年末試験の実施。 

 ３月  各個人の課題学習に取り組む。 

 

授業外学習 復習として、授業での講義内容や実施したグループワーク等の省察を行

い、レポートを提出する。 

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 長期休業（夏季・冬季）中の課題・レポート 

評価の観点 ①関心・意欲・態度、②思考・判断・表現、③技能、④知識・理解、の 

４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義後に行う振り返り、講義中に不定期に課すレポート及び小テスト、 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

 

 



 

科目名 単位数 コース 学年 履修について 

時事社会 ２ キャリア養成学科 ２年コース ２年 必修 

 

担当教員  職名 参与    氏名 黑木加代子 

教科に係る実務経験等  公立高等学校教員等 38年 

使用教材  『一般常識＆最新時事』(成美堂出版)、 

月刊『新聞ダイジェスト』（新聞ダイジェスト社）ほか 

 副教材等 教員作成プリント、新聞、雑誌、インターネット 

 

 講義の概要 

  社会人としての基礎教養としての知識を定着させるとともに、実践力につなげる。 

  授業は、配付資料に基づく講義と、演習を組み合わせた形式で実施する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 最新の時事ニュースについての理解を深めるとともに、グローバルな視点を培う。 

２ 政治、経済、歴史、文化等の全世界的な現状と、現代日本の課題について思考を深める。 

３ 課題意識を深めるとともに、それぞれの事項について議論ができるようになる。 

 

 授業計画 

 ４月  働くことの意義、社会の動向について概論的に把握する。 

 ５月 最新の国内、海外情勢について理解を深める。 

 ６月  歴史、文化、エネルギーについて項目毎の理解を深める。 

 ７月  各分野について、調べ学習や演習を行う。 

 ９月  前期末試験の実施。地域の課題等について理解を深める。 

10月  自然科学分野についての課題について認識を深め、理解を深める。 

11月  世界と日本の関係性について理解を深める。 

12月 安全保障、国際関係についての理解を深める。 

 １月 歴史的側面から、現代社会の課題を認識する。 

 ２月  学年末試験の実施。 

 ３月  各個人の課題学習に取り組む。 

 

授業外学習 復習として、授業での講義内容や実施したグループワーク等の省察を行

い、レポートを提出する。 

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 長期休業（夏季・冬季）中の課題・レポート 

評価の観点 ①関心・意欲・態度、②思考・判断・表現、③技能、④知識・理解、の 

４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義後に行う振り返り、講義中に不定期に課すレポート及び小テスト、 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    一般常識Ⅰ     ２ キャリア養成学科 

１年コース 

  １年    必修 

 

    担当教員 職名 専任講師       氏名 原永 由貴 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

教員免許（中・高、英語） 

 

 

 

   使用教材 一般常識（基本ワーク）、一般常識Drill 

    副教材等  

 

 講義の概要 

１ 社会人としての基礎教養を定着させる。 

２ 就職試験の筆記試験対策を行う。 

 授業の到達目標及びテーマ  

１ 国語分野（漢字の読み書き・四字熟語・対義語類義語・文学） 

２ 社会分野（日本地理・世界地理・政治・経済・日本史・世界史） 

３ 理科分野（物理・化学・生物・地学） 

４ 数学分野（基礎計算・損益算・濃度算・年齢算・仕事算・速さ） 

 

授業計画 

 ４月  基礎計算、損益算、料金・支払い計算、濃度算 

 ５月 年齢算、仕事算、速さ・旅人算・通過算 

 ６月 漢字の読み書き、同音異義語・同訓異字、日本地理・世界地理 

 ７月 対義語・類義語、四字熟語、日本史 

 ９月 前期末試験の実施、復習問題演習 

10月 慣用句・ことわざ・故事成語、世界史 

11月  日本文学・世界文学、日本国憲法 

12月  政治、経済 

 １月  国際関係、思考・社会・文化・名数 

 ２月   学年末試験の実施、復習問題演習、物理・化学・生物・地学総合問題 

 ３月 復習問題演習 

 

授業外学習 復習として、前回授業で実施した分野の小テストを行う。 

考査出題方針 授業で使用した教材を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 課題及びワーク提出 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 毎時間の漢字小テスト、毎時間の課題及び復習小テスト 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    一般常識Ⅱ     ２ キャリア養成学科 

２年コース 

  ２年    必修 

 

    担当教員 職名 専任講師       氏名 原永 由貴 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

教員免許（中・高、英語） 

 

 

 

   使用教材  完成ワーク一般常識 

    副教材等  

 

 講義の概要 

１ 社会人としての基礎教養を定着させる。 

２ 就職試験の筆記試験対策を行う。 

 授業の到達目標及びテーマ  

１ 国語分野（漢字の読み書き・四字熟語・対義語類義語・文学） 

２ 社会分野（日本地理・世界地理・政治・経済・日本史・世界史） 

３ 理科分野（物理・化学・生物・地学） 

４ 数学分野（基礎計算・損益算・濃度算・年齢算・仕事算・速さ） 

 

授業計画 

 ４月  基礎計算、損益算、料金・支払い計算、濃度算 

 ５月 年齢算、仕事算、速さ・旅人算・通過算 

 ６月 漢字の読み書き、同音異義語・同訓異字、日本地理・世界地理 

 ７月 対義語・類義語、四字熟語、日本史 

 ９月 前期末試験の実施、復習問題演習 

10月 慣用句・ことわざ・故事成語、世界史 

11月  日本文学・世界文学、日本国憲法 

12月  政治、経済 

 １月  国際関係、思考・社会・文化・名数 

 ２月   学年末試験の実施、復習問題演習、物理・化学・生物・地学総合問題 

 ３月 復習問題演習 

 

授業外学習 復習として、前回授業で実施した分野の小テストを行う。 

考査出題方針 授業で使用した教材を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 課題及びワーク提出 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 毎時間の漢字小テスト、毎時間の課題及び復習小テスト 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 



目 名 単位数 コース 学年 履修について 

一般常識Ⅰ ２ キャリア養成学科 

２年コース 

１年 必修 

 

    担当教員 職名 専任講師       氏名 原永 由貴 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

教員免許（中・高、英語） 

 

 

 

   使用教材 一般常識（基本ワーク）、一般常識Drill 

    副教材等  

 

講義の概要 

１ 社会人としての基礎教養を定着させる。 

２ 就職試験の筆記試験対策を行う。 

  授業の到達目標及びテーマ 

１ 国語分野（漢字の読み書き・対義語・類義語・四字熟語・日本文学・世界文学） 

２ 社会分野（日本地理・世界地理・日本史・世界史・政治・経済・国際関係） 

３ 理科分野（物理・化学・生物・地学） 

 

授業計画 

 ４月  漢字の読み書き、日本地理 

 ５月 同音異義語・同訓異字、世界地理 

 ６月 対義語・類義語、四字熟語、日本史 

 ７月 慣用句・ことわざ・故事成語、世界史 

 ９月 前期末試験の実施、復習問題演習 

10月 日本文学・世界文学、日本国憲法 

11月 政治、経済 

12月  国際関係、思考・社会・文化・名数 

 １月  物理・化学・生物・地学総合問題 

 ２月 学年末試験の実施、復習問題演習 

 ３月 復習問題演習 

 

授業外学習 復習として、前回授業で実施した分野の小テストを行う。 

考査出題方針 授業で使用した教材を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 課題及びワーク提出 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 毎時間の漢字小テスト、毎時間の課題及び復習小テスト 

各考査の成績、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 



 



英語シラバスについて 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

英 語Ⅰ ４ キャリア養成２年コース 

 

1年 必履修 

 

    担当教員  職名 専任講師   氏名 石田 佳美        

教科に係る実務経験等     客室乗務員歴11年（国内線・国際線） 

   使用教材 「Birdie X１」及び「英検準2級でる順パス単」 

    副教材等  「英検準2級総合対策教本」 

 

 講義の概要 

 英語の基礎から見直し、読む・書く・聞く・話す英語ができるよう指導する。 

特に文法の苦手意識を払拭し、積極的に取り組めるよう支援する。 

  授業の到達目標及びテーマ 

 １．クラス全体で英語の基礎である単語力、文章の読解力強化を図る。 

２．接客用英会話など実用英語にも馴染ませ、接客・サービス業界で活用したいと 

いう意欲を喚起する。 

 

 授業計画 

 ４月  オリエンテーション（授業説明・レベルテスト）、Lesson1～Lesson2（文の種類） 

  ５月 Lesson3～Lesson4(否定・文型)、英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 

～Lesson3（文の種類）、単語テスト 

未来 

 ６月 Lesson5～Lesson8（時制）、単語テスト 

 ７月 英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 ９月 前期末試験／夏休み課題 解答、英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

10月  Lesson9～Lesson11（助動詞・受動態）、単語テスト 

 11月 Lesson12～Lesson13、単語テスト 

12月 Lesson14（不定詞）、単語テスト 

 １月 冬休み課題 解答（動名詞・分詞）英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 ２月  前期末試験、（関係詞、仮定法） 

 ３月 仮定法、まとめ 

 

授業外学習  英検前昼休み補習・放課後補習 

 夏休み・冬休み課題（ワークのまとめを使用し予習復習に充てる） 

考査出題方針  テキスト・ワーク・英検過去問より 

課題・提出物  授業前の予習・ワークの提出 

評価の観点  ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解の 

４観点を総合的に評価する。 

 意欲・知識・表現より総合的に評価する。 評価方法 毎授業の単語テスト・小テスト・定期試験結果・出席率・授業態度 

より総合的に評価する。 

評価について 別途指示 



英語シラバスについて 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

英 語Ⅰ 2 キャリア養成1年コース 

 

1年 必履修 

 

    担当教員  職名 専任講師   氏名 石田 佳美        

教科に係る実務経験等     客室乗務員歴11年（国内線・国際線） 

   使用教材 「Birdie X１」及び「英検準2級でる順パス単」 

    副教材等  「英検準2級総合対策教本」 

 

 講義の概要 

 英語の基礎から見直し、読む・書く・聞く・話す英語ができるよう指導する。 

特に文法の苦手意識を払拭し、積極的に取り組めるよう支援する。 

  授業の到達目標及びテーマ 

 １．クラス全体で英語の基礎である単語力、文章の読解力強化を図る。 

２．接客用英会話など実用英語にも馴染ませ、接客・サービス業界で活用したいと 

いう意欲を喚起する。 

 

 授業計画 

 ４月  オリエンテーション（授業説明・レベルテスト）、Lesson1～Lesson2（文の種類） 

  ５月 Lesson3～Lesson4(否定・文型)、英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 

～Lesson3（文の種類）、単語テスト 

未来 

 ６月 Lesson5～Lesson8（時制）、単語テスト 

 ７月 英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 ９月 前期末試験／夏休み課題 解答、英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

10月  Lesson9～Lesson11（助動詞・受動態）、単語テスト 

 11月 Lesson12～Lesson13、単語テスト 

12月 Lesson14（不定詞）、単語テスト 

 １月 冬休み課題 解答（動名詞・分詞）英検準2級総合対策教本実践問題、単語テスト 

 ２月  前期末試験、（関係詞、仮定法） 

 ３月 仮定法、まとめ 

 

授業外学習  英検前昼休み補習・放課後補習 

 夏休み・冬休み課題（ワークのまとめを使用し予習復習に充てる） 

考査出題方針  テキスト・ワーク・英検過去問より 

課題・提出物  授業前の予習・ワークの提出 

評価の観点  ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解の 

４観点を総合的に評価する。 

 意欲・知識・表現より総合的に評価する。 評価方法 毎授業の単語テスト・小テスト・定期試験結果・出席率・授業態度 

より総合的に評価する。 

評価について 別途指示 



 



単位数 履修について

2 必履修

担当教員  職名　　非常勤講師　　　　　　　氏名　　鶴田　悦子

教科に係る実務経験等  18年7ヶ月

使用教材 「英検準２級過去問集」「英検準２級総合対策教本」

副教材 「英検準２級でる順パス単」

講義の概要

英語の基礎から見直し、読む・書く・聞く・話す英語の力を伸ばせるよう指導する。

語(句)・文法事項の確認、読解、複数のアプローチによる音読、既習事項のアウトプット

を軸に、個々の英語学習を支援する。

授業の到達目標及びテーマ

１.クラス全体で英検準２級以上の取得を目指す。

２.コミュニケーション手段として、生涯にわたって英語を積極的に活用したいという

　 意欲を喚起する。

授業計画

　４月 オリエンテーション（授業説明）

　５月 教本（動詞・時制・態）／復習テスト／英検過去問

　６月 教本（助動詞・仮定法・不定詞・動名詞・分詞）／復習テスト／英検過去問

　７月 教本（不定詞・動名詞・分詞）／復習テスト／英検過去問／夏休み課題

　９月 夏休み課題　解答／前期末試験／教本（関係詞）／復習テスト／英検過去問

１０月 教本（比較・名詞・代名詞・冠詞・形容詞・副詞）／復習テスト／英検過去問

１１月 教本（前置詞・接続詞・特殊な構文）／復習テスト／英検過去問

１２月 教本（まとめ）／復習テスト／英検過去問／冬休み課題

　１月 冬休み課題 解答／復習テスト／英検過去問

　２月 学年末試験／復習テスト／英検過去問

　３月 まとめ／復習テスト

授業外学習 夏休み・冬休み課題

考査出題方針 使用教材および副教材より

課題・提出物 授業の（予）復習および宿題の提出

評価の観点 ①関心・意欲・態度　②思考・判断・表現　③技能　④知識・理解の　

４観点を総合的に評価する。

評価方法 定期試験結果・毎授業の小テスト・出席率・授業態度

より総合的に評価する。

評価について 別途指示

科　目　名 コース 学年

英　語 キャリア養成２年コース １年



単位数 履修について

2 必履修

担当教員  職名　　非常勤講師　　　　　　　氏名　　鶴田　悦子

教科に係る実務経験等  18年7ヶ月

使用教材 「Trinity+L3」「英検２級過去問集」

副教材 「英検準２級でる順パス単」「英検準２級総合対策教本」（１年次より）

講義の概要

英語の基礎力を高めるとともに、読む・書く・聞く・話す英語の力を伸ばせるよう指導する。

語(句)・文法事項の確認、読解、複数のアプローチによる音読、既習事項のアウトプット

を軸に、個々の英語学習を支援する。

授業の到達目標及びテーマ

１.英検２級、準２級以上の取得を目指す。

２.コミュニケーション手段として、生涯にわたって英語を積極的に活用したいという

　 意欲を喚起する。

授業計画

　４月 オリエンテーション（授業説明)

　５月 Lesson1～Lesson2（時制・完了形・助動詞・受動態）／復習テスト／英検過去問

　６月 L3～L4（不定詞・動名詞・分詞）／復習テスト／英検過去問

　７月 まとめ／夏休み課題／英検過去問

　９月 前期末試験／夏休み課題　解答

１０月 L5～L8（準動詞①～②・比較①～②）／復習テスト／英検過去問

１１月 L9～L12（関係詞①～②・仮定法①～②）／復習テスト／英検過去問

１２月 まとめ／冬休み課題／英検過去問

　１月 冬休み課題 解答／L3～14（疑問詞・接続詞・前置詞・否定・強調・倒置）／英検過去問

　２月 学年末試験／L15（名詞構文・無生物主語・代名詞）／復習テスト／英検過去問

　３月 まとめ

授業外学習 夏休み・冬休み課題

考査出題方針 使用教材・副教材より

課題・提出物 授業の（予）復習および宿題の提出

評価の観点 ①関心・意欲・態度　②思考・判断・表現　③技能　④知識・理解の　

４観点を総合的に評価する。

評価方法 定期試験結果・毎授業の単語テスト・小テスト・出席率・授業態度

より総合的に評価する。

評価について 別途指示

科　目　名 コース 学年

英　語 キャリア養成２年コース ２年















   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

  中国語Ⅰ     ２ キャリア養成１年コース,２年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 李 淑双 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

中国語講師歴２０年以上 

 

 

 

   使用教材  英中韓３カ国基本接客フレーズ 

    副教材等  ＤＶＤ 

 

 講義の概要 

 社会人としての養成される中国語の基本を学ぶ。 

  

 授業の到達目標及びテーマ 

ネイティブに対して通じる中国語・使える中国語の基本を身に付けることを目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 中国語による自己紹介（自分の名前の中国語発音） 

 ５月 中国の世界遺産などの名勝地の発音 

 ６月 鹿児島の観光地などの中国語発音 

 ７月 服務・サービス用語①（接客、注文） 

 ９月 中間試験 

10月 服務・サービス用語②（予約） 

11月 服務・サービス用語③（価格交渉） 

12月 鹿児島の市町村名や有名な観光地・施設・建築物等の名前に関する中国語の発音 

 １月 中華圏の文化と日本・鹿児島との比較 

 ２月 口頭発表・学年末試験 

 ３月 ＤＶＤによる中国の歴史及び文化の紹介 

 

授業外学習 復習として、簡単な単語と表現の練習・レポートの提出。 

考査出題方針 授業で修得した表現方法や対処方法など基本的事項を出題する。 

課題・提出物 レポート提出を適宜課す。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 授業ごとの参加姿勢、課題レポートの成績内容 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

  中国語Ⅱ     ２ キャリア養成２年コース   ２年    必修 

 

    担当教員 職名 非常勤講師       氏名 李 淑双 

教科に係る実務経験等     中国語講師歴２０年以上 

 

 

 

  使用教材  英中韓３カ国基本接客フレーズ 

    副教材等  ＤＶＤ 

 

 講義の概要 

職業人としての養成される中国語の基本を学ぶ。 

 

 授業の到達目標及びテーマ 

ネイティブに対して通じる中国語・使える中国語の基本を身に付けることを目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 自分の名前の中国語発音の復習など 

 ５月 服務・サービス用語の復習と新しい言葉の学習 

 ６月 鹿児島の観光地などの中国語復習と新しい言葉の学習 

 ７月 服務・サービス用語①（接客、注文、地震などの災害対応） 

 ９月 中間試験 

10月 服務・サービス用語②（予約、両替などのやり方） 

11月 服務・サービス用語③（価格交渉方法、訂正、キャンセルなどの方法） 

12月 鹿児島の市町村名や有名な観光地・特産品・建築物等の名前に関する中国語の発音 

 １月 中国・日本地名の中国語発音の練習 

 ２月 口頭発表・学年末試験 

 ３月 ＤＶＤによる中国の歴史及び文化の紹介、中国飲食茶会の実践的学習 

 

授業外学習 復習として、簡単な単語と表現の練習。 

考査出題方針 授業で修得した表現方法や対処方法など基本的事項を出題する。 

課題・提出物 中国語の発表。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 授業ごとの参加姿勢、課題レポートの成績内容 

定期試験の結果を総合して評価する。 

評価について 別途指示 

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   表現技術Ⅰ 

(手話) 

    ２ キャリア養成１年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 畑 加奈子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

手話の指導歴８年 

 

 

 

   使用教材 はじめてのボランティア 手話 

    副教材等 手話の接客サービス 

 

 講義の概要 

 手話を使って会話をすることができることを第一の目標にしますが、同時に障がいを持
つ人たちが置かれる社会的立場、差別の構造、人権の問題について理解を深めることを目
標とする。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 手話の基本を学び手話での自己紹介や簡単な日常会話が可能になるようにすること。 

２ 授業を通し人権について学び、サービスの基本理念ホスピタリティとノーマライゼーシ

ョンを学ぶ。 

 

 授業計画 

 ４月  手話の簡単なあいさつ、自己紹介（聴覚障がいについて） 

 ５月  指文字、家族表現、趣味表現、感情表現 

 ６月  数字表現、値段、時刻などの単位、一日の表現 

 ７月  接客に役立つ手話、総復習（身体障がい者手帳について） 

 ９月  前期末試験の実施 

10月  都道府県表現、単語カードを使って表現 

11月  道案内、身振り表現での伝達（表情） 

12月  乗り物表現、色の表現 

 １月  接客時の表現、店先での会話 

 ２月  学年末試験の実施（学んだ手話で短文を作成して表現する） 

 ３月 学年末のまとめ 

 

授業外学習 復習として、授業で実施したエクササイズを反復練習すること。 

次の授業にて小テストを行う。 

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、他課題からも出題する。 

課題・提出物 １週間に最低2回は前期学習部分を見直しをすること。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中の授業態度、講義中の小テスト及び、レポート各考査の成績、によ

り評価する。 

評価について 別途指示 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   表現技術Ⅰ 

(手話) 

    ２ キャリア養成２年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 畑 加奈子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

手話の指導歴８年 

 

 

 

 

   使用教材 はじめてのボランティア 手話 

    副教材等 手話の接客サービス 

 

 講義の概要 

 手話を使って会話をすることができることを第一の目標にしますが、同時に障がいを持
つ人たちが置かれる社会的立場、差別の構造、人権の問題について理解を深めることを目
標とする。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 手話の基本を学び手話での自己紹介や簡単な日常会話が可能になるようにすること。 

２ 授業を通し人権について学び、サービスの基本理念ホスピタリティとノーマライゼーシ

ョンを学ぶ。 

 

 授業計画 

 ４月  手話の簡単なあいさつ、自己紹介（聴覚障がいについて） 

 ５月  指文字、家族表現、趣味表現、感情表現 

 ６月  数字表現、値段、時刻などの単位、一日の表現 

 ７月  接客に役立つ手話、総復習 

 ９月  前期末試験の実施 

10月  都道府県表現、単語カードを使って表現 

11月  道案内、職業の表現 

12月 接客時の表現、店先での表現 

 １月  手話歌、反対語の手話表現 

 ２月  学年末試験の実施（学んだ手話で短文を作成して表現する） 

 ３月 学年末のまとめ 

 

授業外学習 復習として、授業で実施したエクササイズを反復練習すること。 

次の授業にて小テストを行う。 

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、他課題からも出題する。 

課題・提出物 １週間に最低2回は前期学習部分を見直すること。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中の授業態度、講義中の小テスト及び、レポート各考査の成績、によ

り評価する。 

評価について 別途指示 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

   表現技術Ⅱ 

(手話) 

    ２ キャリア養成２年コース   ２年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 畑 加奈子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

手話の指導歴８年 

 

 

 

 

   使用教材 はじめてのボランティア 手話 

    副教材等 手話の接客サービス 

 

 講義の概要 

 手話を使って会話をすることができることを第一の目標にしますが、同時に障がいを持
つ人たちが置かれる社会的立場、差別の構造、人権の問題について理解を深めることを目
標とする。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 手話の基本を学び手話での自己紹介や簡単な日常会話が可能になるようにすること。 

２ 授業を通し人権について学び、サービスの基本理念ホスピタリティとノーマライゼーシ

ョンを学ぶ。 

 

 授業計画 

 ４月  サービス用語、接客の手話表現（身体障がい者手帳について） 

 ５月  基本的な手話、会話、色の表現 

 ６月 単語カードを使って表現 

 ７月  前期の復習 

 ９月  前期末試験の実施（手話表現の読み取り） 

10月  手話歌、感情表現 

11月  同音異義語、身振り表現での伝達（表情） 

12月  乗り物表現、道案内（緊急時、災害時） 

 １月  接客時の表現、店先での会話 

 ２月  学年末試験の実施（学んだ手話で短文を作成して表現する） 

 ３月 学年末のまとめ 

 

授業外学習 復習として、授業で実施したエクササイズを反復練習すること。 

次の授業にて小テストを行う。 

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、他課題からも出題する。 

課題・提出物 １週間に最低2回は前期学習部分を見直しをすること。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中の授業態度、講義中の小テスト及び、レポート各考査の成績、によ

り評価する。 

評価について 別途指示 



 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

表現技術Ⅰ 
(メイク) 

    １ キャリア養成学科 

1年コース 
  １年   必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師     氏名 間島 悠 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

美容室勤務３年 化粧品会社３年 メイク講師３年 

 

 

 

 

   使用教材 必要に応じてプリントを配布 

    副教材等  

 

 講義の概要 

流行メイクではなく社会人に必要なキャリアメイクの知識及び技術を身につけさせる。 

面接や履歴書に必要なメイク講義、実技のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを組み合わせた形式で実施する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

社会人に必要なヘアアレンジとメイクの知識や技術を身に付ける。 

 

 

 授業計画 

 ４月 メイクアップの基礎知識について理解を深める。（化粧の心理効果、技術者の身だしなみ） 

 

 

 ５月 面接や履歴書用写真に必要なキャリアメイクの知識や技術を把握する。 

 ６月 スキンケア、ベースメイクの知識と技術を把握する。（手順、施術方法、反復練習） 

 ７月 フルメイクの技術を習得する（手順、施術方法） 

 ９月 フルメイク、ヘアセットの技術を身につける。（反復練習） 

10月  

11月  

12月  

 １月  

 ２月  

 ３月  

 

授業外学習  

考査出題方針 授業での講義内容を中心にノートを提出。 

課題・提出物  

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中に課す技術テスト及びノート 

評価について  

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

     表現技術Ⅰ 

(メイク・アロマ) 

    １ キャリア養成学科 

２年コース 

  １年   必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師     氏名 間島 悠 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

美容室勤務３年 化粧品会社３年 メイク講師３年 

 

 

 

 

   使用教材 必要に応じてプリントを配布 

    副教材等  

 

 講義の概要 

流行メイクではなく社会人に必要なキャリアメイクの知識及び技術を身につけさせる。 

面接や履歴書に必要なメイク講義、実技のﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝを組み合わせた形式で実施する。 

 授業の到達目標及びテーマ 

社会人に必要なヘアアレンジとメイクの知識や技術を身に付ける。 

 

 

 授業計画 

 ４月  

 ５月  

 ６月  

 ７月  

 ９月  

10月 メイクアップの基礎知識について理解を深める。（化粧の心理効果、技術者の身だしなみ） 

 

 

11月 面接や履歴書用写真に必要なキャリアメイクの知識や技術を把握する。 

12月 スキンケア、ベースメイクの知識と技術を把握する。（手順、施術方法、反復練習） 

 １月 スキンケア、ベースメイクの知識と技術を把握する。（手順、施術方法、反復練習） 

 ２月 フルメイクの技術を習得する（手順、施術方法） 

 ３月 フルメイク、ヘアセットの技術を身につける。（反復練習） 

 

授業外学習  

考査出題方針 授業での講義内容を中心にノートを提出。 

課題・提出物  

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中に課す技術テスト及びノート 

評価について  

 



   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

表現技術Ⅰ 

（ペン習字） 

１ キャリア養成１年コース   １年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師     氏名 日髙 知佳 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

 実務経験４年 南日本書道会 書道・硬筆師範 

 

 

 

   使用教材  南日本硬筆、硬筆書写技能検定２・３級教本 

    副教材等  筆ペン、ボールペン等 

 

 講義の概要 

 社会人として必要な文字の基礎知識を学び定着させる。 

授業は、配付資料を使って講義と演習、実技を行う。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 基本的な文字の書写ができるようになること。 

２ ボールペン、筆ペンを用いて書写水準の向上。 

３ 文字を用いて、人へ伝えることの大切さを学ぶ。 

 

 授業計画 

 ４月 ボールペンを用いて、平仮名・カタカナ 

 ５月 筆ペンを用いて、平仮名・カタカナ 

 ６月 平仮名（万葉仮名）の歴史について、行書 

 ７月 葉書・のし袋の書き方の実践及び、文書の作成 

 ９月 前期試験の実施、作品製作 

 

授業外学習 単元に応じて確認テスト（宿題も含む）を行い、復習を行う。 

考査出題方針 授業での内容を中心に出題し、発展問題も出題する。 

課題・提出物  

評価の観点 ①意欲・態度 ②技能 ③知識・理解の３観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中の演習・実技の中で、向上心を持って行うことができるか。考査の

成績、提出物の状況、参加状況により評価する。 

評価について 別途指示 

 

  



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

表現技術Ⅰ 

（ペン習字） 

１ キャリア養成２年コース   １年    必修 

 

    担当教員 職名 非常勤講師     氏名 日髙 知佳 

教科に係る実務経験等     実務経験４年 南日本書道会 書道・硬筆師範 

  使用教材 南日本硬筆、硬筆書写技能検定２・３級教本 

    副教材等 筆ペン、ボールペン等 

 

 講義の概要 

社会人として必要な文字の基礎知識を学び定着させる。 

授業は、配付資料を使って講義と演習、実技を行う。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 基本的な文字の書写ができるようになること。 

２ ボールペン、筆ペンを用いて書写水準の向上。 

３ 文字を用いて、人へ伝えることの大切さを学ぶ。 

 

 授業計画 

10月 ボールペンを用いて、平仮名・カタカナ 

11月 筆ペンを用いて、平仮名・カタカナ 

12月 平仮名（万葉仮名）の歴史について、行書 

 １月 葉書・のし袋の書き方の実践及び、文書の作成 

 ２月 前期試験の実施、作品製作 

 ３月 作品製作 

 

授業外学習 単元に応じて確認テスト（宿題も含む）を行い、復習を行う。 

考査出題方針 授業での内容を中心に出題し、発展問題も出題する。 

課題・提出物  

評価の観点 ①意欲・態度 ②技能 ③知識・理解の３観点を総合的に評価する。 

評価方法 講義中の演習・実技の中で、向上心を持って行うことができるか。考査の

成績、提出物の状況、参加状況により評価する。 

評価について 別途指示 

 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    韓国語     ２ キャリア養成2年コース   2年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 新村 恵子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

 韓国語講師歴 ３０年以上 

 

 

 

   使用教材 これで話せる韓国語step1 

     副教材等 基本接客フレーズ、DVD 

 

 講義の概要 

韓国の文化等基本知識を身につけ意欲の向上のため目標を持たせる。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 簡単な日常会話を話せるようにする。 

２ 聞く、話す、書くを習慣付ける。 

３ 韓国語検定試験5級を目指す。 

 

 授業計画 

 ４月 韓国語の仕組み（基本母音、子音）を習って自分の名前を書く。 

 ５月  自己紹介、１課本文の理解と発音、短い文の暗記 

 ６月  接客のあいさつ、２課の本文の理解と発音 

 ７月  接客用語（案内、確認） 

 ９月  前期末試験の実施。３課本文の理解と発音、短い文の暗記 

10月 接客用語（予約、電話の聞き取り） 

11月  ４課本文の理解と発音、短い文の暗記 

12月 接客用語（観光案内、タクシー、バスの乗り方） 

 １月  ５課本文の理解と発音、短い文の暗記 

 ２月  学年末試験の実施。 

 ３月 接客用語（病気、けが、火災等注意事項） 

 

授業外学習  

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 毎回宿題を出す。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 テスト、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 



 

   科 目 名   単位数    コース   学年 履修について 

    韓国語     1 キャリア養成1年コース   1年    必修 

 

    担当教員  職名 非常勤講師       氏名 新村 恵子 

 教科に係る実務経験等 

使用教材  

 

 

 

使用教材 

 韓国語講師歴 ３０年以上 

 

 

 

   使用教材 これで話せる韓国語step1 

     副教材等 基本接客フレーズ、DVD 

 

 講義の概要 

韓国の文化等基本知識を身につけ意欲の向上のため目標を持たせる。 

 授業の到達目標及びテーマ 

１ 簡単な日常会話を話せるようにする。 

２ 聞く、話す、書くを習慣付ける。 

３ 韓国語検定試験5級を目指す。 

 

 授業計画 

 10月 韓国語の仕組み（基本母音、子音）を習って自分の名前を書く。 

 11月  自己紹介、１課本文の理解と発音、短い文の暗記 

 12月  接客のあいさつ、２課の本文の理解と発音 

1月  接客用語（案内、確認） 

2月  ３課本文の理解と発音、短い文の暗記 

3月 接客用語（病気、けが、火災等注意事項） 

   

  

    

    

  

 

授業外学習  

考査出題方針 授業での講義内容を中心に、指定された課題からも出題する。 

課題・提出物 毎回宿題を出す。 

評価の観点 ①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

の４観点を総合的に評価する。 

評価方法 テスト、提出物の状況、学習活動参加状況等で評価する。 

評価について 別途指示 

 


