
科 目 ホテルマネージメント 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、社会調査アシスタント必修
講義
2単位担 当 者 専任講師　 金　戊丁

授業概要

現代社会では、モノの移動に関する問題より、むしろヒトの移動・交流に伴う「光と影」が重大な社会問題
になっています。本授業では、現代において観光がどのような意義や役割を持っているのかを知り、その効
果（観光の光と影の効果〉を学ぶとともに新たな観光のあり方を議論することで、より望ましい観光のあり
方について学びます。
※本授業はホテルで6 年間勤めた教員の経験をいかして授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. ホテル産業の現状について理解できる 定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代ホテル
産業に関する基礎知識のの60% 以上が解答できる。

2. ホテルの各部門について理解を深める ホテルの各事業部門の業務内容を学習し、サービス
産業の特徴や魅力性が理解できる

3. ホテル産業の今後の方向性について討論し、発表を
行う

現代に至るホテル産業の発展過程や経営方式が
60% 以上理解できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、観光の概念 シラバスに目を通すこと（0.5 時間） 授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（3.5 時間）

2. ホテルの基礎知識 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

3. ホテルの歴史（日本を含む東アジア地域） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

4. ホテルの歴史（欧米における歴史） 今までの資料をまとめ読んでおく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

5. 宿泊施設の分類と業態 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

6. ホテルの現状と経営的な特徴 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

7. ホテル業界における最新動向 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

8. ホテル業務とホスビタリテイ① 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

9. ホテル業務とホスビタリテイ② 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

10. ホテルの各部門（宿泊部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

11. ホテルの各部門（飲食・調理部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

12. ホテルの各部門（施設・設備、営業部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

13. ホテルと人材 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

14. ホテルに関するグループ別発表 発表テーマによる事前準備（2 時
間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

15. まとめ 観光概論の振返りをまとめておく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

教 科 書 特に指定する予定はない。教科書を用いる代わりに、毎回、講義資料を配布する。

参 考 書 「ホテル産業界」教育社新書、「最新ホテル業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」秀和システム、「観光学が分かる」朝日新聞
社、「観光白書」国土交通省観光庁

学習成果の
評 価 方 法 出席（15%）、レポート（25%）、各種テスト（60%）

特記すべき
事 項 「観光概論」と連動して受講することを勧める。

質問・相談等
の 受 付

質問･ 相談等がある時は、授業の前後か、オフィスアワー（火曜日 9：00 〜10：40，14：50 〜）に研究室に来ること。
メール対応可。（kim@seika.ac.jp）

専門科目
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科 目 プレゼンテーション概論 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業・上級ビジネス実務士・
社会調査アシスタント・
プレゼンテーション実務士必修
講義
2単位

担 当 者 講師　谷山　哲郎

授業概要

プレゼンテーションは、どのような業種の企業、団体、官公庁等に就職しても、どの部門に配属されても、将来的に独立・
起業するにしても、誰もが必ず何らかの形で体験します。また、就活で自己をより良くアピールし、相手に好感をもたれるこ
ともプレゼンテーションスキルのひとつです。
当講義は、担当教員の長年にわたる広告業界での経験をふまえ、実践に役立つプレゼンテーション技術の基礎知識、自
分の考え・個性を上手に伝えるテクニック、企画立案のコツの習得を主目的とします。そして、女性が本来潜在的にもつ、や
わらかでしなやかな感性・発想力を伸ばし、自信を持って社会、クライアントにプレゼンできる能力を養成していきます。

到達目標 学習成果の評価基準

1. プレゼン用語の意味を理解する。また、ネーミングの
法則を学びオリジナル開発ができる。

授業中のテストで、プレゼン用語の意味を7 割以上解答で
きる。また、個性的でユニークなネーミングを開発できる。

2. 論理的で明快な企画書が作成できる。 フローチャート式企画書のテクニックを理解し、
一枚の企画書で自信をもってプレゼンできる。

3. 自己表現力を鍛え、顧客に好印象を与えることがで
きる。

立ち居振る舞い、目線・目配りのコツ、面接の
コツ、質疑応答等のノウハウを習得する。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション:プレゼンテーションとは。好印象を与えるプレゼ
ンテクニックのポイント。学習成果（評価方法・評価基準）について

教科書の2、18P の内容確認
（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

2. プレゼンテーション用語110WORDS（前篇） 4 〜11P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

3. プレゼンテーション用語110WORDS（後篇） 12 〜17P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

4. < 小テスト: 用語>、レジリエンス、メンタルの整え
方、フローチャート式企画「心得とコツ」 20 〜33P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

5. フローチャート式企画「提案シート」、ショップ経営
のコツ 34 〜38P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

6. < 小テスト: ショップ経営>、フローチャート式企画
「企画書ページネーション例」 39 〜42P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

7. 「日本CM 上映」、コピーライティングの裏技 43、44P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

8. 「海外CM 上映」、対クライアントコミュニケーショ
ンの秘訣 119P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

9. グッドプレゼンターの条件、ショップ経営プランニ
ング 46P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

10. ネーミング「チェックポイント、事例、法則、コツ」 48 〜67P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

11. < 小テスト: ネーミング>フローチャート式企画書ま
とめ 20 〜44P 内容再確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

12. 短文のコツ、グッドプレゼンターの目線・目配り 68P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

13. ビジュアルプレゼンスタイル、質疑応答・面接のコツ 70 〜79P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

14. 自己表現力・好印象の虎の巻、スキルアップポイント 82 〜89P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

15. 講義のポイントのまとめ、総合テスト、授業アンケート 90 〜94P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

教 科 書 谷山 哲郎著「PRESENTATION POWER UP BOOK」THUNDER BIRDS Co.,Ltd.

参 考 書

学習成果の
評 価 方 法

①学習態度・意欲30%　②小テスト50%　③総合テスト20%　
※小テストは講義内にて適宜評価の上、個別指導しフィードバック

特記すべき
事 項

毎回の出席は、授業開始時の応答により確認。遅刻・早退・欠席は必ず本人が担当者へ
理由等を申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある時は、授業終了後の教室にて受け付け随時対応します。

専門科目
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科 目 薬剤一般 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、医療管理秘書士・医事管理士必修
講義
2単位担 当 者 講師　杉山正康、落合寿史、前原雅樹

授業概要

この授業は、現保険薬局の薬剤師である教員が、医療事務であっても理解しておくべき疾患の症状、原因、治療、予後などについての授業を行う。
1. 多くの医薬品の中で、生体に生理効果のある薬物を、病気の治療、診断及び予防に用いるのに、最適な剤形にしたものを医薬品（製剤）という。この製
剤を処方せんにより調剤し、使用法を定めて患者に交付する物を薬剤という。
2. 医薬品は、1）薬機法上 : 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、医療麻薬、覚醒剤、新薬に規制され、2）適用上 : 散剤、顆粒剤、錠剤、トローチ剤、
カプセル剤、内・外用剤、眼用剤、貼付剤、軟膏剤類、坐剤、注射剤、特効剤「DDS」などで適用させる。3）大別して、医療用医薬品と一般用医薬品に
分類され、さらに医療用医薬品は、診断録から診療報酬請求明細書（レセプト）の作成にかかわる処方せん医薬品とそれ以外の医薬品に分類される。
3. レセプト作成には、調剤、処方形式、処方用語、常用量、投薬方法、調剤学上の当然の措置、薬剤交付、服薬指導、長期投与などの専門知識が不可欠である。
4. 多数の医薬品が、日進月歩で開発され、医療の場に供されている。これら多くの薬剤の適用は、疾患別各論に整理して、その現状を把握しておく必要がある。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 医薬品の概要を理解し、医療事務として必要な知識
を身につけることを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で 6 割以上解答できる。

2. 薬の服用意義を理解し、医療事務として患者などに
対応できることを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で 6 割以上解答できる。

3. 医療に対する正確な知識を把握し、医療事務として
患者に指導することを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で 6 割以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1.
学習成果について（評価方法および評価基準）
医療事務に関する薬の知識について（概論） 

（担当: 落合寿史）
シラバスで授業概要を把握しておく

（2 時間）
授業目的や到達目標を確認する（2
時間）

2. 病原微生物に対する薬剤（抗菌薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

3. 病原微生物に対する薬剤（抗ウイルス薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

4. 病原微生物に対する薬剤（抗真菌薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

5. 循環器系に作用する薬剤（高血圧症治療薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

6. 代謝系に作用する薬剤（脂質異常症治療薬）
（担当: 前原雅樹）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

7. 代謝系に作用する薬剤（糖尿病治療薬）
（担当: 前原雅樹）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

8. 炎症、アレルギーに作用する薬剤（抗ヒスタミン薬）
（担当: 前原雅樹）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

9. 呼吸器系に作用する薬剤（喘息治療薬）
（担当: 前原雅樹）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

10. 消化器系に作用する薬剤（便秘症治療薬）
（担当: 前原雅樹）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

11. 消化器系に作用する薬剤（消化性潰瘍治療薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

12. 神経系に作用する薬剤（抗精神病薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

13. 神経系に作用する薬剤（抗うつ薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

14. 神経系に作用する薬剤（認知症治療薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

15. まとめ（担当: 杉山正康） 医療に関する一般的な知識の収集。
（2 時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2 時間）

教 科 書 必要に応じてプリントを用意する

参 考 書 「今日の治療薬 2018」南江堂、杉山正康編著「2018 服薬指導のツボ虎の巻第 3 版」日系 BP 社、杉山正康編著「新版薬
の相互作用としくみ 2016」日系 BP 社

学習成果の
評 価 方 法 定期試験の正答率 60% 以上を合格とする

特記すべき
事 項 毎回出席は、授業開始時の応答により確認します。遅刻早退は本人が担当者に申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問、相談があるときは授業後に非常勤講師室に来てください。

専門科目
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科 目 ホスピタリティ総論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年前期
卒業必修
講義
2単位担 当 者 講師　西澤　律子

授業概要

現時点において、ホスピタリティについて、どのような議論や学説があるかを整理していきながら、ホスピタ
リティという言葉が、いかに、「サービス」や「おもてなし」などの言葉と異なるか、歴史や言葉の起源を辿る
ことにより固有の意味内容を明らかにしていきます。　また、担当教員のエアライン業界における教官経験
をふまえてエアラインや宿泊産業などのホスピタリティ産業についても紹介します。「ホスピタリティ」を様々
な角度から捉えていき、徐々に「ホスピタリティ」への関心を深め、実践していけるように導きます。

到達目標 学習成果の評価基準

1. ホスピタリティに関する総合的知識を深める。 課題（ホスピタリティ検定の問題）を解き、提出
する。

2. ホスピタリティの視点を持って広く社会生活や企業活動の問題
を発見し、より深く分析し、解決していく能力を身に付ける。 定期試験において60% 以上解答できる。

3. ホスピタリティ産業や企業のホスピタリティ経営につ
いて知り、就職活動の一助とする。 

定期試験において60% 以上解答できる。
ホスピタリティへの関心について、文章化あるいは口頭で表現できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. ガイダンス（ホスピタリティ学の領域・学習成果に
ついて）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

2. ホスピタリティの歴史と文化　 ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

3. 西洋のホスピタリティ・東洋のホスピタリティ ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

4. 日本の茶道とホスピタリティ ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

5. ホスピタリティとおもてなし　　 ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

6. ホスピタリティとサービスの語源と概念比較 ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

7. エアラインのホスピタリティ①（近年の航空事業の
動向）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

8. エアラインのホスピタリティ②（国際線業務他） ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

9. ホスピタリティとEQ ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

10. ホスピタリティコミュニケーション①（ラポール・言
語非言語・空間管理）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

11. ホスピタリティコミュニケーション②（聴き方の基
本・効果的な話し方・敬意表現）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

12. 宿泊産業とホスピタリティ ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

13. 企業とホスピタリティ①（職場環境・内部顧客他） ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

14. 企業とホスピタリティ②（企業の社会的責任） ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間）

15. ホスピタリティの意義と可能性・まとめ（暗黙知と
形式知）

ホスピタリティ検定の問題を解く（2
時間） 講義全体を振り返る（2 時間）

教 科 書 ホスピタリティ検定公式テキスト& 問題集〈2018 年度版〉
日本ホスピタリティ検定協会監修　　経済法令研究会 

参 考 書 「ホスピタリティ・マネジメント原論」　服部勝人著　（丸善株式会社）
「ホスピタリティ原論」　山本哲士著　（文化科学高等研究院出版局）　「真実の瞬間」　ヤン・カールソン著　（ダイヤモンド社）

学習成果の
評 価 方 法

①平常点50%（受講態度・課題の取り組みと提出）
②期末試験の成績50%

特記すべき
事 項

毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。
予習、復習については初回講義にて対応表を配布します。

質問・相談等
の 受 付 講義前後に、講師に声をかけて下さい。

専門科目
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科 目 ビジネス実務Ⅰ 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
選択、ビジネス実務士・
上級ビジネス実務士必修
演習
1単位担 当 者 講師　西澤　律子

授業概要

この授業は、2 つの航空会社を経験し、国際線チーフパーサー、羽田空港にある客室乗務員教育訓練セン
ターにおいて教官職に携わった実務経験のある教員が、豊富な社会人教育の経験を活かし、実践的な授
業を行います。企業組織の中で、想定されるさまざまな場面に対応できる基礎力を養成していきます。実技
を通して、「知識を行動に換える力」「コミュニケーション能力」の向上を目指していきますが、同時にその難
しさを知り、今後の学習の起点として下さい。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 社会人になるための自覚と責任感を身
に付ける 割り当てられた課題を遂行できる。

2. ビジネス実務の基礎知識を得る。 期末試験において、60% 以上解答できる。

3. ビジネスの現場におけるコミュニケー
ション能力の重要性を理解し、対応力を高める。 実技参加が10 回以上であること。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. ガイダンス・ビジネス現場における心構え・　　学
習成果について（評価方法、評価基準） 教科書に目を通しておく。（30 分） 復習問題を解く（30 分）

2. 実技　立ち居振る舞い テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

3. 実技　身だしなみ、服装 テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

4. 実技　話し方・聞き方 テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

5. 実技　電話応対 テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

6. 実技　ビジネス文書の書き方①（表記技能） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

7. 実技　ビジネス文書の書き方②（表現技法） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

8. 実技　ビジネス文書の書き方③（実務技能） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

9. 実技　ビジネスコミュニケーション①（基本姿勢） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

10. 実技　ビジネスコミュニケーション②（報告） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

11. 実技　ビジネスコミュニケーション③（組織対応） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

12. 実技　顧客対応① （敬語表現と接遇） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

13. 実技　顧客対応②（社会的弱者への対応） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

14. 実技　顧客対応③　（苦情対応） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 復習問題を解く（30 分）

15. まとめ これまでの授業内容をまとめてお
く（30 分） 講義全体を振り返る（30 分）

教 科 書 「秘書検定2 級　ケーススタディで学ぶ集中講義　改訂版」　　
公益財団法人　実務技能検定協会編　　早稲田教育出版（2012）

参 考 書 高山直　　「EQ　相手のこころに届く言葉」　（2007）　日本実業出版社
原田泳幸　「ハンバーガーの教訓」　（2008）　角川書店

学習成果の
評 価 方 法

①平常点50%（提出物、実技、担当課題への取り組み方）
②期末試験の成績50%　

特記すべき
事 項

①秘書検定2 級の教科書を使用しますが、授業内容は「秘書」に限定した内容ではなく、ビジネス実務全般に関するものとなります。
②毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。
③予習、復習については、初回講義の際、対応表を配布します。

質問・相談等
の 受 付 講義の前後に、講師に声をかけて下さい。

専門科目
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科 目 観光概論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択
講義
2単位担 当 者 専任講師　 金　戊丁

授業概要

現代社会では、モノの移動に関する問題より、むしろヒトの移動・交流に伴う「光と影」が重大な社会問題
になっています。本授業では、現代において観光がどのような意義や役割を持っているのかを知り、その効
果（観光の光と影の効果〉を学ぶとともに新たな観光のあり方を議論することで、より望ましい観光のあり
方について学びます。
※本授業はホテルおよび旅行会社で 8 年間勤めた教員の経験をいかして授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 「観光」とは何かを知る 定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代観
光産業に関する基礎知識のの60% 以上が解答できる。

2. 観光をとらえるための視点や問題意識を 身につける 観光産業が発展する背景や社会的変化が理解でき
る

3. 学生自らが未来の「観光」について考えてみる 学生本人の観光経験に基づき、地域の観光活性化に
関する肯定的・否定的意見を言える

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、観光の概念 シラバスに目を通すこと（0.5 時間） 授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（3.5 時間）

2. 観光の歴史 観光の歴史や巡礼の概念に関し
て調べておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

3. 国際社会と観光 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

4. 観光と交通 昔から現代に至る交通手段に関し
て調べておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

5. 観光地と観光施設
訪問経験がある観光地をリスト
アップし、その訪問概要を簡単に
まとめておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

6. 現代観光に伴う環境問題 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

7. 観光と経済 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

8. 観光政策 観光経済新聞（ネット版）に目をと
しておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

9. 観光と地域社会 福岡市内の観光地に関して調べて
おくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

10. 観光情報と情報産業 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

11. 観光を支える各種ビジネス
ホテルマネジメント授業の資料を
参考し、ホテル業に関して予習す
ること（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

12. 新しい観光形態と観光地の持続可能性 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

13. 新しい観光への取り組み 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

14. 九州の観光現況 九州各地（7 県）の観光地や交通
便などを調べておくこと（3 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

15. まとめ 観光概論の振返りをまとめておく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

教 科 書 特に指定する予定はない

参 考 書 「観光学入門」有斐閣、「観光学が分かる」朝日新聞社、「観光白書」国土交通省観光庁、「九州経済白書」九州経済調査協会、
「観光経済新聞」ネット版

学習成果の
評 価 方 法 出席（15%）、レポート（25%）、各種テスト（60%）

特記すべき
事 項 「ホテルマネージメント」と連動して受講することを勧める。

質問・相談等
の 受 付

質問･ 相談等がある時は、授業の前後に研究室に来るか、オフィスアワー（木曜日 9：00 〜10：40）に研究室に来ること。
メール対応可。（kim@seika.ac.jp）

専門科目
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科 目 マーケティング 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年後期
選択、ビジネス実務士・上級ビジネス実務
士・社会調査アシスタント必修
講義
2単位担 当 者 講師　眞𡽶　守正

授業概要

資本主義経済が始まって約300 年、そして明治維新150 年の今、1950 年代にフィリップ・コトラーによって提唱されたマーケティング論は、時代変化と共に変
容してきました。
本講義では、担当教員の長年にわたる広告業界･コンサルタント業務の経験をいかしマーケティングの基本概念を理解してもらいながら、マーケティング・アイ

（= 自分目線）を確立していきます。また近年のマーケティング論の進化を理解すると同時に、これまでの社会の動きを理解していきます。そのうえで、自分目線
で自分をブランド化（商品化）に挑戦してみましょう。最後に、くらしの中でのヒット商品（含むサービス）をグループで考え発表します。
なお、授業中はその時々のタイムリーな話題を取り上げて分かりやすく、マーケティング成功事例を紹介していきます。
18 世紀英国での蒸気機関車による産業革命時代もそうでしたが、IoT・AI 人工知能による「第四次産業革命」の時代も、世の中の動きを「マーケティング・ア
イ」= 自分目線で見て、今後の時代変化を捉え、「どう生きるべきかを考える」きっかけにしてください。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 基本的なマーケティングを学ぶことにより、ヒット商品・サービスの
ヒットする理由を考える習慣が身につく（知識・理解） 左記の到達目標に対してグループ発表①で評価する

2. 自分マーケティング= 自分のブランド化を考えてみることにより、就
職活動や今後の生き方に活かすことができる。（態度・志向性） 左記の到達目標に対して個人レポートで評価する

3.
グループワークを通じて、グループ内での自分の役割の認識や、協
議の上、課題を解決しながら、共同でプレゼンを作り上げる協調
性・協業意識が身につく。（態度・志向性）

左記の到達目標に対してグループ発表②で評価する

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. マーケティングって何?
　学習成果について（評価方法・評価基準）

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

2. マーケティング発想とは~ 受けてから送り手へ
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

3. 顧客「ニーズ」「ウォンツ」「マインド」とは?
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

4. マーケティング・アイ= 自分目線
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

5. 「第一次産業」「第二次産業」「第三次産業」そして
「6 次産業」とは?

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

6. マーケティング1.0、マーケティング2.0、マーケティ
ング3.0 とは?

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

7. 「第一次産業革命」「第二次産業革命」「第三次産
業革命」「第四次産業革命」

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

8. グループワーク①
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

9. 自分ブランド化
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

10. 自分ブランド化レポート提出・発表
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。レポート作成・発表
準備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

11. 「衣」「食」「住」「その他」のなかで各自の関心の一
番高いジャンルを考える①

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

12. 「衣」「食」「住」「その他」のなかで各自の関心の一
番高いジャンルを考える②

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

13. グループワーク②
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

14. グループワーク②
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

15. 発表 発表準備（2 時間）
授業全体を振り返り、自分なりにこ
の授業のまとめをノートに整理する

（2 時間））

教 科 書 随時レジュメを配布します。

参 考 書

学習成果の
評 価 方 法 グループワーク①30%、個人レポート・授業への参加態度30%、グループワーク②40% の合計で総合評価

特記すべき
事 項

※配布資料 ｢経済番組・経済誌｣に日常的にふれ、日頃からネット以外の情報に触れ、自分で考えるクセをつけましょう。授業の始めに、気
になった経済ネタを質問します。※毎回の授業内容は、ノートに整理しておくこと。理解できない用語は次の授業で質問すること。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後、或いはPC メール<mahana01@jcom.home.ne.jp> へ送信願います。

専門科目
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科 目 旅行業務の実践講座 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択
演習
1単位担 当 者 講師　吉川　直子

授業概要

　添乗員という仕事の内容を理解し、その仕事を通じてサービス業に必要とされるホスピタリティの精神を学びます。
　旅程管理主任者（国内添乗）の資格取得の準備として ｢基礎研修｣を行います。
　旅行業界に限らず、サービス業への就職を考えている人に役に立つ、基本的知識を身につけ ｢実社会で必要とされている
人｣はどういう人か・・・も考えます。
　8 月に実施する ｢指定研修｣の合格へ効果的な講義となります。
※この授業は、旅行業務に30 年以上従事する現役の旅行業務取扱主任者である教員が、その経験を活かし、実践に即して
行うものである。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 旅程管理主任者（添乗員）の資格取得のための指定
研修を受講する前に必要な基本的知識の習得 基礎的知識の確認テストで6 割以上解答できる

2. サービス業に必要なホスピタリティマインドを理解する ケーススタディの学習においてグループ作業、発表を
行う際、協力して担当責任を全うする。

3. 旅行業の基礎知識を身につける ミニテストによる地名、観光地の問題で6 割以上解答
できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果について（評価方法、評価基準）、オリエンテーション
旅行業と関係業界、添乗員の仕事や資格について説明 職業について調べる（30 分） 旅行業務、添乗員について考えて

みる（30 分）

2. 旅行商品の特徴、ツアーができるまで ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

3. 旅行業法と約款、具体例で考える旅行取引 ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

4. 添乗員の仕事と役割 グループ発表準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

5. マナーと様 な々お客様・・・自分の強み ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

6. 実際の添乗業務　1　出発までの業務 ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

7. 実際の添乗業務　2　バスツアー TC 挨拶練習（30 分） 不明な点を整理（30 分）

8. 実際の添乗業務　3　航空機･ 鉄道利用のツアー ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

9. 空港研修（福岡空港にて　交通費は実費） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

10. 空港研修（福岡空港にて　交通費は実費） グループ発表準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

11. 鉄道駅研修（博多駅にて　交通費は実費） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

12. 鉄道駅研修（博多駅にて　交通費は実費）
（空港研修及び鉄道駅研修は1日間の集中授業です。） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

13. 観光地の知識・添乗員の仕事の魅力とは ミニテスト準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

14. 添乗員の資格とその他の職業 グループ発表準備（30 分） ミニテスト総復習（30 分）

15. まとめ　テスト　アンケート調査 まとめのページ完成（30 分） 授業振り返り（30 分）

教 科 書 ｢添乗員のための基礎教本｣

参 考 書 ｢ぐるーり糸島｣聞平堂、資料プリント配付

学習成果の
評 価 方 法 受講状況と小テスト（50%）、定期試験（50%）の総合評価

特記すべき
事 項 原則として欠席は認められません。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後に非常勤講師室へ来てください。

専門科目
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科 目 時事問題 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択
演習
1単位担 当 者 講師　中川　茂

授業概要

この授業は、40 年間新聞記者として社会を見つめてきた教員が、経験をいかし、実務に即した授業を行い
ます。現代社会の仕組みや出来事全般について関心を持ち、あふれる情報の中から信頼できる情報や常
識を見極め、正しく理解する能力を身につけます。確かな意見や判断力を磨き、実社会での生活力やコミュ
ニケーション能力を高めることを目指します。日本・九州・福岡の現状や課題、具体的な出来事や話題を取
り挙げ、意見交換など対話を重視して進めていきます。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 社会の出来事に対する基礎的な知識を習得すること
ができる。

ミニレポートで、現代社会の基礎知識について7 割以
上の回答ができる。

2. ニュースや話題に詳しくなり、自分なりの意見や感想
を持つことができる。

気になるニュースを毎週チェックし、その理由や感想
を的確に表現できる。

3. 社会人に必要な「報告、連絡、相談」で、伝わりやすい
話し方、書き方ができる。 他者とつながる意思疎通がスムーズにできる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション。授業の概要や進め方。
学習成果（評価方法および評価基準） ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

2. ニュースとは何か。メディアとは何か。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

3. ジャーナリズムとは。新聞、雑誌、テレビなど ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

4. 活字とデジタル。双方の長所や短所。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

5. 国内政治、行政の基礎知識。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

6. 経済や雇用の基礎知識.。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

7. 進む福岡の国際化。どう対応する。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

8. 東京で働く、福岡で働く。その比較。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

9. 福岡都市圏の経済社会の素顔。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

10. 少子高齢化、人口構造や家族構造の変化 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

11. 男女共同参画社会に向けて。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

12. なぜ「ワーク、ライフ、バランス」なのか。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

13. 主権者教育。「18 歳成人」は目の前。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

14. スマホと個人情報。わが身を守れ。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

15. 就活に役立つ社会の知識、総まとめ ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

教 科 書 教科書はなし。毎回プリントを配布します。

参 考 書 ニュース・リテラシー研究所編　「図解　まるわかり時事用語」　新星出版社

学習成果の
評 価 方 法

定期試験（60%）、授業でのミニレポート（30%）、授業での発言や態度（10%）
ミニレポート類は適宜返却します。

特記すべき
事 項 講義の出席は、各回ともミニレポート提出で確認します。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後に、非常勤講師室にて受け付けます。ミニレポートでの質問には、次の講義で回答します。

専門科目
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科 目 ことばとコミュニケーション 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業・上級情報処理士・上級ビジネス実務士
プレゼンテーション実務士必修
講義
2単位担 当 者 講師　安部　玲子

授業概要

講師は、15 年間日本語教師として教壇に立った後、一般企業に勤め、株式会社の立ち上げ、ODA プロジェ
クトの実行に携わった。経験上、いかにコミュニケーションというものが大切か? を念頭に、事前にトラブル
を防ぐコミュニケーションとは何かを考え、それを会話にも生かすことで、多様なビジネスシーンにおける
会話能力を身に付ける。ビジネスシーンにおいて欠かせない敬語を構造から学ぶことで、確実に理解し身
に付け、敬語への苦手意識を無くす。毎回シーンごとのベストな会話パターンを考え、フローチャートで確
認する。その知識をもとにロールプレイで場面を展開し、皆の前で発表する。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 正しい敬語を身に付ける。 前授業の復習を兼ねたミニテストを毎時間行う。

2. 「ビジネスシーン」における会話を学ぶ。 会話の流れを確認する際、フローチャートの穴埋め
ができる。

3. よりよいコミュニケーションの取り方を学ぶ。 ロールプレイの発表がスムーズにできる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法・評価基準）

シラバスを読み、コミュニケーショ
ンについてインターネットや関連書
籍等で情報収集しておく。（2 時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

2. 敬語の復習（尊敬語・謙譲語・丁寧語）の整理
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

3. 最適な自己紹介の仕方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

4. 電話のかけ方・受け方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

5. 伝言の仕方・受け方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

6. アポイントの取り方①
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

7. アポイントの取り方②
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

8. 依頼を受ける
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

9. 依頼を断る
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

10. 許可・了解を求める①
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

11. 許可・了解を求める②
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

12. お礼・お詫びの仕方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

13. お礼状の書き方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

14. 雑談力とは何か?
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

15. 授業のまとめ・授業評価アンケート これまでの授業内容を振り返り、
質問をまとめておく。（2 時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

教 科 書 岩澤みどり・寺田則子著『日本企業への就職ービジネス会話トレーニングー』㈱アスク出版
必要な箇所をプリントにして配布します。

参 考 書 渡辺美紀著『言いたいことは1 分で!10 倍伝わる話し方』幻冬舎出版

学習成果の
評 価 方 法 授業態度（20%）発表（30%）まとめテスト（50%）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の点呼及び各回のミニテストにより確認します。

質問・相談等
の 受 付

毎回、授業の最後にメモを配るので、質問・感想等を書いて提出してください。
または、授業後に非常勤講師室まで来てください。

専門科目
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