
審査意見への対応を記載した書類（６月） 

 

（目次） 現代英語学科 

１．＜ディプロマ・ポリシーが不明確＞ 

ディプロマ・ポリシーについて，下記の観点が不明確なため，具体的に説明するとともに，必

要に応じて修正すること。 

（１）ディプロマ・ポリシーについて，観光ビジネス学科との関係を踏まえつつ，より明確に

記述すること。 

（２）ディプロマ・ポリシーにおいて，ＣＥＦＲ－Ｂ１レベルの英語能力の獲得を掲げている

が，当該レベルは日常における英語運用を想定しているものであり，観光現場などで英語のス

キルにより活躍する人材を養成するという目的を踏まえれば，当該レベルの学習で十分かどう

か懸念がある。人材養成像に照らして，英語の運用能力を当該レベルに設定することで十分で

あることを明確にするとともに，科目内容を見直すなど適切に修正すること。 

（是正事項）・・・・・１ 

 

２．＜科目配置が不適切＞ 

関連科目のうち，ビジネスプロトコール，健康管理については，いわゆるビジネスマナーや文

書作成の基本といった学習内容であることに鑑みると，人材養成像に照らしても，当該学科に

おける専門的な学修として位置付けることは適切ではないと考えられるので，ディプロマ・ポ

リシーや人材養成像との関連も踏まえ，当該科目の専門科目としての位置付けを明確にするこ

と。 

（是正事項）・・・・・９ 

 

３．＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞ 

英語の専門家を養成するという人材像を踏まえれば，関連科目に配置するビジネススキルを磨

く科目以上に，英語の運用能力の向上をより充実することが適切であると考えられる。養成す

る人材像及びディプロマ・ポリシーについて，現行の教育課程で目標を達成できるのかを明ら

かにすること。 

（是正事項）・・・・・11 

 

４．＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞ 

英語の科目について，４つのスキルごとに個別の科目を配置し各能力の向上を図る計画となっ

ているが，当該科目が高校レベルの教育に相当するリメディアル教育とも考えられる内容を含

んでおり，英語を活用する人材の養成を目的とする短期大学教育として十分なものとなってい

るか懸念がある。養成する人材像からは，当該４区分のスキルの獲得にとどまらず，それらを

総合したより高次の運用能力が想定されることも踏まえ，当該科目の配置の考え方を改めて説

明しつつ，学生に十分な英語運用能力を身に付けさせることができる教育課程となっているこ

とを明確にすること。 

（是正事項）・・・・・15 



５．＜教員配置が不適切＞ 

審査意見２を踏まえると，専任教員予定者１名について，学科の専門科目を担当しないことと

なる。また，当該教員については年間を通じて２科目のみを担当する計画となっており，か

つ，そのうち１科目はオムニバスの科目となっている。当該学科の専任教員として，当該学科

における専門職業人養成や組織運営にどのように関わるのか不明確なため，どのような役割を

期待し専任教員として配置するのか，また当該教員が専任教員として適切か，具体的に説明す

ること。 

（改善事項）・・・・・19 

 

６．＜設置計画の一層の充実＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから，教育研究の継続性を踏まえ，今後の採用

計画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので，対応方針について回答すること。 

（改善事項）・・・・・21 

 

７．＜自学自習の支援方策が不明確＞ 

学生の自学自習に Skypeを活用する旨の説明があるが，学習効果を十分上げることができる方

策や学生に対する指導が必要と思われるが，どのように運用し学生の学習を支援するのか具体

的に説明すること。 

（改善事項）・・・・・24 

 

８．＜既設学科との差異が不明確＞ 

既設の観光ビジネス学科については，教育課程において英語の科目が多く配置されており，ま

た就職先として想定される産業分野・職業分野についても重複しているように見受けられるな

ど，両学科の違いが不明確と考えられる。また，当該学科の定員を増やす計画となっており，

定員充足の見込みが十分といえるか不明確である。学生確保の観点から，既設学科の状況を踏

まえても新設学科の学生募集に影響ないことを説明するとともに，受験生に対し両学科の特色

を十分に説明する観点から，特色強化のため英語教育を更に強化するなど，具体的な方策を説

明すること。 

（改善事項）・・・・・27 
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（是正事項） 現代英語学科 

１．＜ディプロマ・ポリシーが不明確＞ 

ディプロマ・ポリシーについて，下記の観点が不明確なため，具体的に説明するとともに，必

要に応じて修正すること。 

（１）ディプロマ・ポリシーについて，観光ビジネス学科との関係を踏まえつつ，より明確に

記述すること。 

（２）ディプロマ・ポリシーにおいて，ＣＥＦＲ－Ｂ１レベルの英語能力の獲得を掲げている

が，当該レベルは日常における英語運用を想定しているものであり，観光現場などで英語のス

キルにより活躍する人材を養成するという目的を踏まえれば，当該レベルの学習で十分かどう

か懸念がある。人材養成像に照らして，英語の運用能力を当該レベルに設定することで十分で

あることを明確にするとともに，科目内容を見直すなど適切に修正すること。 

 

（対応） 

 本学 観光ビジネス学科は，以下の人材を養成する。 

 １．観光ビジネス分野に携わる者に求められる基礎的素養を身につけた人材 

 ２．経営学を中心とする基礎理論，観光ビジネス分野に関する専門的知識及び能力を身につ

けた人材 

 ３．地域社会に貢献する意欲を持ち，生涯にわたって学び続けることのできる人材 

 

 現代英語学科は，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」「聞く」

「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育成する。併せ

て，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコミュニケーション能

力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵養することを教育上の目

的としている。 

 

 上述のとおり，観光ビジネス学科と現代英語学科では，異なる養成人材像を掲げている。 

 審査意見１を踏まえ，ＣＥＦＲ‐Ｂ１レベルの【基礎力】から実用的英語運用能力である【実

践力】へつなげていくことが明らかとなるよう，現代英語学科のディプロマ・ポリシーについ

て修正を行う。 

 

＜ 現代英語学科 ディプロマ・ポリシー ＞ 

 現代英語学科に２年以上在学し，次の５つの力で表された本学科が定める学習成果を身に

つけ，所定の卒業要件単位数を満たした者に，「短期大学士（英語）」の学位を授与する。 

【基礎力】「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を身につけ，英語コミュニケーショ

ン能力を高めることができる（ＣＥＦＲ‐Ｂ１レベル程度）。 

【実践力】基礎力で培った英語コミュニケーション能力を基に，４技能を統合した実用的英

語運用能力を身につけ，自立した英語使用者として行動することができる。 

【人間関係力】コミュニケーション能力，豊かな人間性及び基礎的なビジネス実務能力を身

につけ，他者と良好な人間関係を築くことができる。 
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【生涯学習力】生涯にわたり学び，成長し続けることができる。 

【地域理解力】多様な社会・文化を理解することができる。 

 

現代英語学科のディプロマ・ポリシーにおいて，ＣＥＦＲ‐Ｂ１レベルを【基礎力】として

最低限身につけるべき指標として位置づける。【基礎力】を基盤とし，さらに発展させる【実践

力】として，実用的英語運用能力を掲げる。本学科では実用的英語運用能力を，日常的な会話

にとどまらず，４技能を統合して用い，具体的・抽象的な話題に関して自分の考えを論理的か

つ積極的に表現できる英語運用能力とする。これらの力は主に「専門展開科目」，「総合演習Ⅰ」

及び「総合演習Ⅱ」において育成し，学生が主体的に表現や発表を通じた実践的学びを繰り返

して行うことによって定着を図る。 

  

 ディプロマ・ポリシーの修正に伴い，カリキュラム・ポリシーについても，一貫性が明らか

となるよう，一部修正する。 

 

また，以下の８科目について，内容・レベルの見直しを行う。併せて，「Oral Communication

Ⅲ」については，「専門基礎科目」から「専門展開科目」へと科目区分を変更する。 

「専門基礎科目」 

・Oral CommunicationⅠ 

・ListeningⅠ 

・Reading ＆ VocabularyⅠ 

・Grammar ＆ CompositionⅠ 

・Grammar ＆ CompositionⅡ 

「専門展開科目」 

・Oral CommunicationⅢ 

・Essay Writing 

・Public Speaking 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（６ページ） 

新 旧 

１．設置の趣旨及び必要性 

（８）教育上の目的及び学位授与の方針 

 

本学 現代英語学科では，国際共通語として

現代世界で使用されている英語について，「話

す」「聞く」「読む」「書く」という４技能の習

得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を

育成する。併せて，バランスのとれた教養，

他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力な

１．設置の趣旨及び必要性 

（８）教育上の目的及び学位授与の方針 

 

本学 現代英語学科では，国際共通語として

現代世界で使用されている英語について，「話

す」「聞く」「読む」「書く」という４技能の習

得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を

育成する。併せて，バランスのとれた教養，

他者の考えを理解し自分の考えを表現するコ

ミュニケーション能力，ビジネス実務能力な
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どの社会人として求められる基礎的素養を涵

養することを教育上の目的とする。 

 

本学では，平成 28年度より全学的に学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）と学習成果

との関連について学生にわかりやすい表現に

改善し，学習成果の再定義を行った。建学の

精神との関連から，学習成果を【基礎力】【実

践力】【人間関係力】【生涯学習力】【地域理解

力】の５つのカテゴリーで表すこととし，各

学科の学習成果を具体化した。 

今回設置を計画する現代英語学科について

も，既設学科同様に５つのカテゴリーを用い

たディプロマ・ポリシーを定める。 

 

 教育上の目的に基づき，現代英語学科の学

位授与方針を以下のとおり定める。 

 

＜ 現代英語学科 ディプロマ・ポリシー ＞ 

現代英語学科に２年以上在学し，次の５つ

の力で表された本学科が定める学習成果を身

につけ，所定の卒業要件単位数を満たした者

に，「短期大学士（英語）」の学位を授与する。 

 

【基礎力】「話す」「聞く」「読む」「書く」の

英語４技能を身につけ，英語コミュニケーショ

ン能力を高めることができる（ＣＥＦＲ‐Ｂ

１レベル程度※）。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎

科目）〕 

【実践力】基礎力で培った英語コミュニケー

ション能力を基に，実用的英語運用能力を身

につけ，自立した英語使用者として行動する

ことができる。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門展開

科目），演習分野〕 

【人間関係力】コミュニケーション能力，豊

かな人間性及び基礎的なビジネス実務能力を

身につけ，他者と良好な人間関係を築くこと

どの社会人として求められる基礎的素養を涵

養することを教育上の目的とする。 

 

 教育上の目的に基づき，現代英語学科の学

位授与方針を以下のとおり定める。 

 

現代英語学科に２年以上在学し，【基礎力】

【実践力】【人間関係力】【生涯学習力】【地域

理解力】の５つの力で表された本学科が定め

る学習成果を身につけ，所定の卒業要件単位

数を満たした者に，「短期大学士（英語）」の

学位を授与する。 

 

本学では，平成 28年度より，全学的に学位

授与方針（ディプロマ・ポリシー）と学習成

果との関連について，学生にわかりやすい表

現に改善し，学習成果の再定義を行った。建

学の精神との関連から，学習成果を【基礎力】

【実践力】【人間関係力】【生涯学習力】【地域

理解力】の５つのカテゴリーで表すこととし，

各学科の学習成果を具体化した。 

今回設置を計画する現代英語学科について

も，既設学科同様に，建学の精神，ディプロ

マ・ポリシーと学習成果の関連を，５つのカ

テゴリーで表すこととし，それぞれの力を次

のように表す。 

 

【基礎力】「話す」「聞く」「読む」「書く」の

英語４技能を身につけ，英語のコミュニケー

ション能力を高めることができる（ＣＥＦＲ

‐Ｂ１レベル程度※）。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎

科目）〕 

【実践力】実用的英語力及び基礎的な実務能

力を身につけ，主体性を持って行動すること

ができる。 

 〔主な科目区分：専門教育分野（専門展開

科目・関連科目）〕 

【人間関係力】コミュニケーション能力と豊
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ができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，専門教育

分野（関連科目），演習分野〕 

【生涯学習力】生涯にわたり学び，成長し続

けることができる。 

〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎

科目・専門展開科目），演習分野〕 

【地域理解力】多様な社会・文化を理解する

ことができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，専門教育

分野（専門基礎科目・関連科目），演習分野〕 

 

※ ヨーロッパ言語共通参照枠（ Common 

European Framework of Reference for 

Languages）：言語能力のレベルを示す国際標

準規格 

かな人間性を身につけ，他者と良好な人間関

係を築くことができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，演習分野〕 

【生涯学習力】生涯にわたり学び，成長し続

けることができる。 

〔主な科目区分：専門教育分野（専門基礎

科目・専門展開科目），演習分野〕 

【地域理解力】多様な社会・文化を理解する

ことができる。 

〔主な科目区分：教養教育分野，専門教育

分野（専門基礎科目），演習分野〕 

 

※ ヨーロッパ言語共通参照枠（ Common 

European Framework of Reference for 

Languages）：言語能力のレベルを示す国際標

準規格 

 

（新旧対照表）授業科目の概要 

新 旧 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的にコミュニケーションを取ることに慣

れ，状況に応じ躊躇することなく発話し，会

話を維持するスキルを身につけることであ

る。パターンプラクティス等により定型表現

を習得し，相手とのコミュニケーションを図

れるようになる。国際共通語である英語に

は，話者の出身地によって発音のバラエティ

が存在することを理解し，ペアワークを通し

て，自分の発音に自信を持ち，積極的に英語

で会話ができるようになることを企図する。 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的に英語でコミュニケーションを取るこ

とに慣れ，会話時の心理的な不安を取り除く

ことである。語彙や表現の不足から適切な英

文が思いつかない場合にもあきらめずに意思

を伝達し，会話を維持するスキルを身につけ

る。国際共通語である英語には，話者の出身

地によって様々な発音のバラエティが存在す

ることを理解する。ペアワークを通して，自

分の発音に自信を持ち，積極的に英語で会話

ができるようになることを企図する。 

ListeningⅠ 

本科目は，国際共通語である英語に，多く

の地域による発音の変種が存在することを理

解し，それぞれの発音の特徴を捉え，聴き取

り能力を向上させることを目的とする。具体

的には，音声学の知識を基に，英語の音を聴

き分け，音の同化や消失，渡り音などについ

て理解し，正しく聴き取れるようになる。 

ListeningⅠ 

本科目は，ネイティブスピーカーの発音の

特徴に耳を慣らし，聴き取り能力を向上させ

ることを目的とする。具体的には，音声学の

基礎を学び，英語の音を正しく聴き分け，日

本人が苦手とする音の同化や消失，渡り音な

どについて理解する。 

 さらにディクテーションを行い，英語の強
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 さらにディクテーションを行い，英語の強

弱，リズムを的確に拾い，内容理解の正確さ

を高める。自身が発話する際にもこれらの英

語の特性を意識した発話になるように，リ

ピート練習等を取り入れる。場面による特有

の会話表現も学習し，会話力向上につなげ

る。 

弱，リズムに慣れるようにする。また，自身

の発話する英語もこれらの英語の特性を意識

した発話になるように，リピート練習等を取

り入れる。場面による特有の会話表現も学習

し，会話力向上につなげる。 

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の読解力を向上さ

せ，併せて，ボキャブラリービルディングを

図ることである。合理的な構造の英語では，

単語は文脈によって大きく意味が異なること

を理解し，長文読解を通して，辞書の活用法

を学ぶ。これにより，語彙を広げるだけでな

く語源に基づいた英単語の構造を知り，表現

の幅を広げ，英語コミュニケーション能力の

向上にもつなげる。読解に関しては，パラグ

ラフの構造，文章の構成を理解し，容易にト

ピックセンテンスを見つけられるようになる

ことで逐語訳をせずに文意を把握する力の養

成と読解速度の向上を図る。 

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の長文読解に慣れる

こと，そしてその過程でボキャブラリービル

ディングを図ることである。単語は文脈に

よって意味が異なることを理解し，長文読解

を通して，辞書の活用法を学ぶ。これによっ

て英語語彙を増やし，表現の幅を広げ，英語

コミュニケーション能力の向上にもつなげ

る。読解に関しては，パラグラフの構造，文

章の構成を理解し，容易にトピックセンテン

スを見つけられるようになることで逐語訳を

せずに文意を把握する力の養成と読解速度の

向上を図る。 

Grammar & CompositionⅠ 

 本科目は，英語コミュニケーションの基盤

となる英文法を理解し，様々なコミュニケー

ションの場面において正しく活用できるよう

になることを目的とする。既習事項の再確認

の上に，暗記によらず，文法事項を論理的に

理解し，その定着を図る。加えて，英作文は

文法事項定着の一手段と捉え，日記等の課題

を設定し，英文の産出の機会を十分に用意す

る。これにより，より発展的な英語使用者と

なるための強固な基礎力を育成する。 

Grammar & CompositionⅠ 

 本科目は，英語の文法的特性の理解と日本

語との文構造の根本的な違いを正しく理解す

ることを目的とする。まずこれまでの英語学

習経験で得た基礎的な文法事項（文型，品

詞，時制，態等）を再確認しながら，英作文

に活かせるようにする。特に，「Grammar & 

CompositionⅠ」の段階では，5文型を完全に

理解したうえで，正確な作文能力の向上を目

指していく。日々の日記を英語でつけるなど

の作業を通して，英文を書く習慣を身につけ

る。 

Grammar & CompositionⅡ 

「Grammar & Composition I」で学習した内

容を踏まえ，より高次な文法事項について的

確に理解し，それを応用した文章を産出でき

るようになることを目的とする。英語文章の

展開の仕方，段落構造について理解を深めて

Grammar & CompositionⅡ 

 「Grammar & CompositionⅠ」で学習した内

容を踏まえ，分詞修飾，従属節，関係節など

を的確に理解し，それを応用した文章構成が

できるようになることを目的とする。英語文

章の展開の仕方，段落構造について理解を深
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いく。特に，文章全体の内容の理解や論理の

組み立てに最も重要となるディスコースマー

カー（Therefore,However,In addition等）

に重点を置いて学習する。各段落内部の構造

（トピックセンテンス，例証，結論）の構造

も理解し，段落単位で英作文を作成できるよ

うになることを目指す。 

めていく。特に，文章全体の内容の理解や論

理の組み立てに最も重要となるディスコース

マーカー（Therefore,However,In addition

等）に重点を置いて学習する。各段落内部の

構造（トピックセンテンス，例証，結論）の

構造も理解し，段落単位で英作文を作成でき

るようになることを目指す。 

Oral CommunicationⅢ 

「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や時事問題などに関して，積

極的に自分の意見を英語で表出することを目

的とする。授業では，時事に関する視聴覚教

材や読解教材を取り入れ，現代社会の事象に

関する自身の考えやスタンスをも言語化でき

るようにする。グループディスカッションを

多く取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の

役割を担い，グループの意見をまとめ，発表

する。身近な話題に限らず，幅広い話題に関

して，自分の考えを論理的かつ積極的に表現

できる力を身につける。 

Oral CommunicationⅢ 

 「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や，時事問題などに関する自

分の意見を英語で伝えることを目的とする。

授業では，時事に関する視聴覚教材や読解教

材を取り入れ，現代社会の事象に対する自分

の考えやスタンスも言語化できるようにす

る。また，グループディスカッションを多く

取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の役割

を担い，グループの意見をまとめ，英語で発

表を行う。身近な話題に限らず，幅広い話題

に対応できるような英語力の向上を目指す。 

Essay Writing 

本科目の目的は，英文エッセイの構造を理

解し，自ら構成できるライティング力を培う

ことである。「Grammar & CompositionⅡ」で

学んだ，パラグラフライティングの構成を再

確認し，身近なトピックにとどまらず，提示

された課題に対して，自分の意見を論理的に

展開することができるようになることを企図

する。Introduction, Body, Conclusionを軸

に，論理性に矛盾がなく，より説得力のある

エッセイを書くための技法を学ぶ。また，セ

ルフチェック，ピアーチェック等を取り入

れ，数多くのエッセイライティングを実施す

る。 

Essay Writing 

本科目の目的は，エッセイの構造を理解

し，構成できる力を培うことである。

「Grammar & CompositionⅡ」で学んだ，パラ

グラフライティングの構成を再確認し，特定

のテーマに基づいて，Introduction, Body, 

Conclusionの構成で，英語エッセイを展開す

ることができるようになることを目指す。論

の展開に注意し，導入と結論で矛盾が生じな

いよう配慮するなど，繰り返し行うことによ

り，速やかに自分の主張を書けるようになる

ことを企図する。 

Public Speaking 

 本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」

で培ったスピーキング力を活かし，不特定多

数の前でスピーチができるようになることで

ある。まず Public Speakingの種類とその特

Public Speaking 

本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」

で培ったスピーキング力を活かし，日本人が

苦手とする人前で話す行為に慣れ，スピーチ

ができるようになることである。まず Public 
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性を理解し，効果的なプレゼンテーションを

行ううえで，必要不可欠な手法及び表現パ

ターンを学習していく。スピーチやプレゼン

テーションのモデルケースを参考に，ビジネ

スプレゼンテーションを含め学生自らが選ん

だ題材について，発表するスキルを養うこと

を企図する。 

Speakingの種類と特性を理解し，プレゼン

テーション等で使う表現の学習や，効果的な

プレゼンテーションメソッドを学んでいく。

スピーチやプレゼンテーションのモデルケー

スを参考に，学生自らが選んだ題材につい

て，スピーチ及びプレゼンテーションを行

う。 

 

（新旧対照表）カリキュラム・ポリシー 

新 旧 

【現代英語学科 カリキュラム・ポリシー】 

 現代英語学科では，学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）に掲げた学習成果を身に

つけるべく，教育課程を編成し，授業を実施

する。 

 

１．変化の激しい社会の中で，どのような状

況や環境に置かれても生き抜いていくための

基礎力を涵養すべく，実社会と結びつき，か

つ学科の分野にとらわれない全学共通の内容

を基本とした，『教養教育分野』を配置する。

加えて，現代英語学科の専門教育につながる

教養教育科目も配置する。 

２．『専門教育分野』は，『専門基礎科目』，『専

門展開科目』及び『関連科目』にて構成する。

『専門基礎科目』では，「話す」「聞く」「読む」

「書く」の英語４技能を中心に，基礎となる

科目を配置する。『専門展開科目』は，『専門

基礎科目』で学んだことを基盤とし，４技能

を統合した実用的英語運用能力を身につける

科目を配置する。さらに，ビジネス実務能力

を養成する科目を『関連科目』として配置す

る。 

３．『演習分野』は，１年次前期から２年次後

期まで，教員が学生に身近で指導し，個々の

学生の資質能力を高める，少人数のゼミ科目

のほか，キャリア形成支援に関わる科目を配

置する。加えて，卒業要件単位数に含まない

自由科目として，リスニング，リーディング，

【現代英語学科 カリキュラム・ポリシー】 

 現代英語学科では，学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）に掲げた学習成果を身に

つけるべく，教育課程を編成し，授業を実施

する。 

 

１．変化の激しい社会の中で，どのような状

況や環境に置かれても生き抜いていくための

基礎力を涵養すべく，実社会と結びつき，か

つ学科の分野にとらわれない全学共通の内容

を基本とした，『教養教育分野』を配置する。

加えて，現代英語学科の専門教育につながる

教養教育科目も配置する。 

２．『専門教育分野』は，『専門基礎科目』，『専

門展開科目』及び『関連科目』にて構成する。

『専門基礎科目』では，「話す」「聞く」「読む」

「書く」の英語４技能を中心に，基礎となる

科目を配置する。『専門展開科目』は，『専門

基礎科目』で培った英語力や学びについて，

総合的，発展的に学ぶ科目を配置する。さら

に，ビジネス実務能力や各分野の業務につい

て理解を深めることのできる科目を『関連科

目』として配置する。 

３．『演習分野』は，１年次前期から２年次後

期まで，教員が学生に身近で指導し，個々の

学生の資質能力を高める，少人数のゼミ科目

のほか，キャリア形成支援に関わる科目を配

置する。加えて，卒業要件単位数に含まない

自由科目として，リスニング，リーディング，
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文法，語彙に関するスキルを強化し，総合的

に英語力を向上させる科目を置く。 

文法，語彙に関するスキルを強化し，総合的

に英語力を向上させる科目を置く。 
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（是正事項） 現代英語学科 

２．＜科目配置が不適切＞ 

関連科目のうち，ビジネスプロトコール，健康管理については，いわゆるビジネスマナーや文

書作成の基本といった学習内容であることに鑑みると，人材養成像に照らしても，当該学科に

おける専門的な学修として位置付けることは適切ではないと考えられるので，ディプロマ・ポ

リシーや人材養成像との関連も踏まえ，当該科目の専門科目としての位置付けを明確にするこ

と。 

 

（対応） 

 現代英語学科の養成人材像及びディプロマ・ポリシーにおいて，基礎的なビジネス実務能力

を身につけることを掲げている。基礎的なビジネス実務能力を養うことを目的に，「専門教育分

野」に「関連科目」として６科目を配置した。 

審査意見を踏まえ，「ビジネスプロトコール」並びに「海外渡航の健康管理」について，以下

のとおり説明するとともに変更を行う。 

 

① ビジネスプロトコール（内容変更） 

ビジネスシーンをはじめとする国際的な交流の場面で，文化や言葉の異なる人々と接する際

の共通認識であるプロトコールについての知識や技能を身につける内容へと改める。 

 

② 海外渡航の健康管理（科目統合） 

健康管理の重要性，病気やけがに関する基礎知識等については「食と健康」に，病気やけが

等に関する英単語や英語表現については「English for Tourism」に統合する。 

 

 以上により，「関連科目」は５科目となるが，養成人材像及びディプロマ・ポリシーを踏まえ，

社会人として求められる基礎的なビジネス実務能力を育成する。 

 

（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

 

関連科目 

ビジネスプロトコール 

マーケティング 

ビジネス文書実務 

観光ビジネス論 

エアラインサービス 

小計（５科目） 
 

 

関連科目 

ビジネスプロトコール 

マーケティング 

ビジネス文書実務 

観光ビジネス論 

海外渡航の健康管理 

エアラインサービス 

小計（６科目） 
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（新旧対照表）授業科目の概要 

新 旧 

ビジネスプロトコール 

ビジネスシーンをはじめとする国際的な交

流の場面では，歴史，文化，言語などの違い

から，誤解が生ずることもある。無用の誤解

を避け，相互理解を促し，円滑な国際交流を

行うための共通認識であるプロトコールにつ

いて，基礎的な知識や技能を身につける。 

また，プロトコールは絶対的な規則ではな

く，時代，地域や国，会合の趣旨等によって

柔軟に運用されるものであることも理解す

る。 

 

ビジネスプロトコール 

社会人として必要とされる基礎的なマナー

や，言葉や文化，習慣の異なる人々に接する

際の礼儀作法について学ぶ。 

 具体的には，敬語や接遇用語の使い方，電

話応対や接遇の仕方，ビジネス文書の作成な

ど，職場において必要とされるビジネス能力

の基本を身につける。また，異文化の人々が

コミュニケーションをとる際の思いやりの表

現や，そこから生じるマナーやルールについ

て理解する。 

食と健康 

 社会の様々な場で，長年にわたり活躍でき

るためには，健康でなければならない。本科

目では，健康と食との関係についてトータル

に捉え，人々が健康な生活を営むために何が

必要なのかについて学ぶ。生活習慣や社会，

環境など様々な視点から，健康と食関係につ

いて考える。また，健康の維持・増進につな

がる，運動と休養，食べ物の組み合わせ方に

加え，病気やけが，感染症に関する基礎知識

及びその対処法についても学習する。 

食と健康 

社会の様々な場で，長年にわたり活躍でき

るためには，健康でなければならない。本科

目では，健康と食との関係についてトータル

に捉え，人々が健康な生活を営むために何が

必要なのかについて学ぶ。生活習慣や社会，

環境など様々な視点から，健康と食関係につ

いて考える。また，健康の維持・増進につな

がる，運動と休養，食べ物の組み合わせ方な

どについても学習する。 

English for Tourism 

本科目の目的は，近年増加の一途を辿って

いる訪日観光客に対応するための英語力及び

コミュニケーション能力を培うことである。

空港や駅，ホテル，商業施設など，観光・旅

行などの現場で必要とされる英単語や英語表

現を学ぶ。また，旅行時の病気・けが等に対

応するための表現も学習する。 

特に，リスニング力とスピーキング力を向

上させ，世界の様々な地域からの観光客に対

応できることを企図する。観光案内等のロー

ルプレイングも取り入れ，実践的に学習する。 

English for Tourism 

本科目の目的は，近年増加の一途を辿って

いる訪日観光客に対応するための英語力及び

コミュニケーション能力を培うことである。

空港や駅，ホテル，商業施設など，観光・旅

行などの現場で用いられる基礎的な英単語や

英語表現を学び，ロールプレイングを行う。

スピーキングだけでなく，リスニング力を向

上させ，世界の様々な地域からの観光客に対

応できるようになる。また，英語で外国から

のお客様を観光案内するための基礎的な知識

を身につける。 
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（是正事項） 現代英語学科 

３．＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞ 

英語の専門家を養成するという人材像を踏まえれば，関連科目に配置するビジネススキルを磨く

科目以上に，英語の運用能力の向上をより充実することが適切であると考えられる。養成する人

材像及びディプロマ・ポリシーについて，現行の教育課程で目標を達成できるのかを明らかにす

ること。 

 

（対応） 

本学 現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」

「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育成する。

併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコミュニケーション

能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵養することを教育上の目

的としている。 

 

  現代英語学科が養成する人材の必要性及び採用意向等を把握するために企業等を対象に実施し

たアンケート調査における自由記述においても，英語の運用能力とともにコミュニケーション能

力及びビジネス実務能力を身につけた人材の育成が望まれている。 

 こうした社会的需要も踏まえ，現代英語学科の教育課程を編成した。 

 

 ディプロマ・ポリシーに示すとおり，専門基礎科目にて【基礎力】，専門展開科目及び「総合演

習Ⅰ」「総合演習Ⅱ」にて実用的英語運用能力である【実践力】を高める。当初計画していた教育

課程で目標を達成できると考えていたが，審査意見を踏まえて以下３点の修正を行う。 

 

①「専門基礎科目」に配置する「話す」「聞く」「読む」「書く」という４技能について，ディプロ

マ・ポリシーに示す【基礎力】を確実に身につけ，【実践力】へとつながるレベルの科目となるよ

う，５科目（「Oral CommunicationⅠ」「ListeningⅠ」「Reading ＆ VocabularyⅠ」「Grammar ＆ 

CompositionⅠ」「Grammar ＆ CompositionⅡ」）について内容を見直す。 

 

②「Oral CommunicationⅢ」について，「Oral CommunicationⅠ」及び「Oral CommunicationⅡ」

などを基にして，実用的英語運用能力を身につける科目であるという考えのもと，科目内容を見

直し，水準を高め，「専門基礎科目」から「専門展開科目」へ変更する。 

 

③「専門展開科目」に配置する３科目（「Oral CommunicationⅢ」含む）について，４技能を統合

した実用的英語運用能力を向上させるため，養成人材像及びディプロマ・ポリシーに対応するよ

う，適正なレベルの科目内容に見直しを行う。 
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（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

専門教育分野‐専門展開科目 

Oral CommunicationⅢ 

 

専門教育分野‐専門基礎科目 

Oral CommunicationⅢ 

 

 

（新旧対照表）授業科目の概要 

新 旧 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的にコミュニケーションを取ることに慣

れ，状況に応じ躊躇することなく発話し，会

話を維持するスキルを身につけることであ

る。パターンプラクティス等により定型表現

を習得し，相手とのコミュニケーションを図

れるようになる。国際共通語である英語に

は，話者の出身地によって発音のバラエティ

が存在することを理解し，ペアワークを通し

て，自分の発音に自信を持ち，積極的に英語

で会話ができるようになることを企図する。 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的に英語でコミュニケーションを取るこ

とに慣れ，会話時の心理的な不安を取り除く

ことである。語彙や表現の不足から適切な英

文が思いつかない場合にもあきらめずに意思

を伝達し，会話を維持するスキルを身につけ

る。国際共通語である英語には，話者の出身

地によって様々な発音のバラエティが存在す

ることを理解する。ペアワークを通して，自

分の発音に自信を持ち，積極的に英語で会話

ができるようになることを企図する。 

ListeningⅠ 

本科目は，国際共通語である英語に，多く

の地域による発音の変種が存在することを理

解し，それぞれの発音の特徴を捉え，聴き取

り能力を向上させることを目的とする。具体

的には，音声学の知識を基に，英語の音を聴

き分け，音の同化や消失，渡り音などについ

て理解し，正しく聴き取れるようになる。 

 さらにディクテーションを行い，英語の強

弱，リズムを的確に拾い，内容理解の正確さ

を高める。自身が発話する際にもこれらの英

語の特性を意識した発話になるように，リピ

ート練習等を取り入れる。場面による特有の

会話表現も学習し，会話力向上につなげる。 

ListeningⅠ 

本科目は，ネイティブスピーカーの発音の

特徴に耳を慣らし，聴き取り能力を向上させ

ることを目的とする。具体的には，音声学の

基礎を学び，英語の音を正しく聴き分け，日

本人が苦手とする音の同化や消失，渡り音な

どについて理解する。 

 さらにディクテーションを行い，英語の強

弱，リズムに慣れるようにする。また，自身

の発話する英語もこれらの英語の特性を意識

した発話になるように，リピート練習等を取

り入れる。場面による特有の会話表現も学習

し，会話力向上につなげる。 

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の読解力を向上さ

せ，併せて，ボキャブラリービルディングを

図ることである。合理的な構造の英語では，

単語は文脈によって大きく意味が異なること

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の長文読解に慣れる

こと，そしてその過程でボキャブラリービル

ディングを図ることである。単語は文脈によ

って意味が異なることを理解し，長文読解を
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を理解し，長文読解を通して，辞書の活用法

を学ぶ。これにより，語彙を広げるだけでな

く語源に基づいた英単語の構造を知り，表現

の幅を広げ，英語コミュニケーション能力の

向上にもつなげる。読解に関しては，パラグ

ラフの構造，文章の構成を理解し，容易にト

ピックセンテンスを見つけられるようになる

ことで逐語訳をせずに文意を把握する力の養

成と読解速度の向上を図る。 

通して，辞書の活用法を学ぶ。これによって

英語語彙を増やし，表現の幅を広げ，英語コ

ミュニケーション能力の向上にもつなげる。

読解に関しては，パラグラフの構造，文章の

構成を理解し，容易にトピックセンテンスを

見つけられるようになることで逐語訳をせず

に文意を把握する力の養成と読解速度の向上

を図る。 

Grammar & CompositionⅠ 

 本科目は，英語コミュニケーションの基盤

となる英文法を理解し，様々なコミュニケー

ションの場面において正しく活用できるよう

になることを目的とする。既習事項の再確認

の上に，暗記によらず，文法事項を論理的に

理解し，その定着を図る。加えて，英作文は

文法事項定着の一手段と捉え，日記等の課題

を設定し，英文の産出の機会を十分に用意す

る。これにより，より発展的な英語使用者と

なるための強固な基礎力を育成する。 

Grammar & CompositionⅠ 

 本科目は，英語の文法的特性の理解と日本

語との文構造の根本的な違いを正しく理解す

ることを目的とする。まずこれまでの英語学

習経験で得た基礎的な文法事項（文型，品

詞，時制，態等）を再確認しながら，英作文

に活かせるようにする。特に，「Grammar & 

CompositionⅠ」の段階では，5文型を完全に

理解したうえで，正確な作文能力の向上を目

指していく。日々の日記を英語でつけるなど

の作業を通して，英文を書く習慣を身につけ

る。 

Grammar & CompositionⅡ 

「Grammar & Composition I」で学習した内

容を踏まえ，より高次な文法事項について的

確に理解し，それを応用した文章を産出でき

るようになることを目的とする。英語文章の

展開の仕方，段落構造について理解を深めて

いく。特に，文章全体の内容の理解や論理の

組み立てに最も重要となるディスコースマー

カー（Therefore,However,In addition等）

に重点を置いて学習する。各段落内部の構造

（トピックセンテンス，例証，結論）の構造

も理解し，段落単位で英作文を作成できるよ

うになることを目指す。 

Grammar & CompositionⅡ 

 「Grammar & CompositionⅠ」で学習した内

容を踏まえ，分詞修飾，従属節，関係節など

を的確に理解し，それを応用した文章構成が

できるようになることを目的とする。英語文

章の展開の仕方，段落構造について理解を深

めていく。特に，文章全体の内容の理解や論

理の組み立てに最も重要となるディスコース

マーカー（Therefore,However,In addition

等）に重点を置いて学習する。各段落内部の

構造（トピックセンテンス，例証，結論）の

構造も理解し，段落単位で英作文を作成でき

るようになることを目指す。 

Oral CommunicationⅢ 

「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や時事問題などに関して，積

極的に自分の意見を英語で表出することを目

的とする。授業では，時事に関する視聴覚教

Oral CommunicationⅢ 

 「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や，時事問題などに関する自

分の意見を英語で伝えることを目的とする。

授業では，時事に関する視聴覚教材や読解教
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材や読解教材を取り入れ，現代社会の事象に

関する自身の考えやスタンスをも言語化でき

るようにする。グループディスカッションを

多く取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の

役割を担い，グループの意見をまとめ，発表

する。身近な話題に限らず，幅広い話題に関

して，自分の考えを論理的かつ積極的に表現

できる力を身につける。 

材を取り入れ，現代社会の事象に対する自分

の考えやスタンスも言語化できるようにす

る。また，グループディスカッションを多く

取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の役割

を担い，グループの意見をまとめ，英語で発

表を行う。身近な話題に限らず，幅広い話題

に対応できるような英語力の向上を目指す。 

Essay Writing 

本科目の目的は，英文エッセイの構造を理

解し，自ら構成できるライティング力を培う

ことである。「Grammar & CompositionⅡ」で

学んだ，パラグラフライティングの構成を再

確認し，身近なトピックにとどまらず，提示

された課題に対して，自分の意見を論理的に

展開することができるようになることを企図

する。Introduction, Body, Conclusionを軸

に，論理性に矛盾がなく，より説得力のある

エッセイを書くための技法を学ぶ。また，セ

ルフチェック，ピアーチェック等を取り入

れ，数多くのエッセイライティングを実施す

る。 

Essay Writing 

本科目の目的は，エッセイの構造を理解

し，構成できる力を培うことである。

「Grammar & CompositionⅡ」で学んだ，パラ

グラフライティングの構成を再確認し，特定

のテーマに基づいて，Introduction, Body, 

Conclusionの構成で，英語エッセイを展開す

ることができるようになることを目指す。論

の展開に注意し，導入と結論で矛盾が生じな

いよう配慮するなど，繰り返し行うことによ

り，速やかに自分の主張を書けるようになる

ことを企図する。 

Public Speaking 

 本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」

で培ったスピーキング力を活かし，不特定多

数の前でスピーチができるようになることで

ある。まず Public Speakingの種類とその特

性を理解し，効果的なプレゼンテーションを

行ううえで，必要不可欠な手法及び表現パタ

ーンを学習していく。スピーチやプレゼンテ

ーションのモデルケースを参考に，ビジネス

プレゼンテーションを含め学生自らが選んだ

題材について，発表するスキルを養うことを

企図する。 

Public Speaking 

本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」

で培ったスピーキング力を活かし，日本人が

苦手とする人前で話す行為に慣れ，スピーチ

ができるようになることである。まず Public 

Speakingの種類と特性を理解し，プレゼンテ

ーション等で使う表現の学習や，効果的なプ

レゼンテーションメソッドを学んでいく。ス

ピーチやプレゼンテーションのモデルケース

を参考に，学生自らが選んだ題材について，

スピーチ及びプレゼンテーションを行う。 
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（是正事項） 現代英語学科 

４．＜養成する人材像に対応する教育課程が不十分＞ 

英語の科目について，４つのスキルごとに個別の科目を配置し各能力の向上を図る計画となって

いるが，当該科目が高校レベルの教育に相当するリメディアル教育とも考えられる内容を含んで

おり，英語を活用する人材の養成を目的とする短期大学教育として十分なものとなっているか懸

念がある。養成する人材像からは，当該４区分のスキルの獲得にとどまらず，それらを総合した

より高次の運用能力が想定されることも踏まえ，当該科目の配置の考え方を改めて説明しつつ，

学生に十分な英語運用能力を身に付けさせることができる教育課程となっていることを明確にす

ること。 

 

（対応） 

本学 現代英語学科では，国際共通語として現代世界で使用されている英語について，「話す」

「聞く」「読む」「書く」という４技能の習得を通じ，実用的英語力を身につけた人材を育成する。

併せて，バランスのとれた教養，他者の考えを理解し自分の考えを表現するコミュニケーション

能力，ビジネス実務能力などの社会人として求められる基礎的素養を涵養することを教育上の目

的としている。 

 

  言語の修得に際しては，振返りや関連づけの中で高次に発展させていくことも必要である。現

代英語学科教育課程の「専門基礎科目」に配置する４技能に関する科目は，現代英語学科での学

びの根幹をなすものであり，これまでの英語学習で得た知識・技能を振返り，短期大学教育につ

なげながら，【基礎力】として４技能の定着を図るものである。また，「専門展開科目」に配置し

た各科目及び「総合演習Ⅰ」「総合演習Ⅱ」において，【基礎力】を基に，実用的英語運用能力を養

い，【実践力】を育む。審査意見１への対応で述べたとおり，本学科では実用的英語運用能力を，

日常的な会話にとどまらず，４技能を統合して用い，具体的・抽象的な話題に関して自分の考え

を論理的かつ積極的に表現できる英語運用能力とする。 

 

 さらに，審査意見を踏まえ，養成人材像に対応する十分な教育課程とすべく，以下３点の修正

を行う。 

 

①「専門基礎科目」に配置する「話す」「聞く」「読む」「書く」という４技能について，ディプロ

マ・ポリシーに示す【基礎力】を確実に身につけ，【実践力】へとつながるレベルの科目となるよ

う，５科目（「Oral CommunicationⅠ」「ListeningⅠ」「Reading ＆ VocabularyⅠ」「Grammar ＆ 

CompositionⅠ」「Grammar ＆ CompositionⅡ」）について内容を見直す。 

 

②「Oral CommunicationⅢ」について，「Oral CommunicationⅠ」及び「Oral CommunicationⅡ」

などを基にして，実用的英語運用能力を身につける科目であるという考えのもと，科目内容を見

直し，水準を高め，「専門基礎科目」から「専門展開科目」へ変更する。 

 

③「専門展開科目」に配置する３科目（「Oral CommunicationⅢ」含む）について，４技能を統合
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した実用的英語運用能力を向上させるため，養成人材像及びディプロマ・ポリシーに対応するよ

う，適正なレベルの科目内容に見直しを行う。 

 

（新旧対照表）教育課程等の概要 

新 旧 

専門教育分野‐専門展開科目 

Oral CommunicationⅢ 

 

専門教育分野‐専門基礎科目 

Oral CommunicationⅢ 

 

（新旧対照表）授業科目の概要 

新 旧 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的にコミュニケーションを取ることに慣

れ，状況に応じ躊躇することなく発話し，会

話を維持するスキルを身につけることであ

る。パターンプラクティス等により定型表現

を習得し，相手とのコミュニケーションを図

れるようになる。国際共通語である英語に

は，話者の出身地によって発音のバラエティ

が存在することを理解し，ペアワークを通し

て，自分の発音に自信を持ち，積極的に英語

で会話ができるようになることを企図する。 

Oral CommunicationⅠ 

本科目の目的は，ネイティブスピーカーと

日常的に英語でコミュニケーションを取るこ

とに慣れ，会話時の心理的な不安を取り除く

ことである。語彙や表現の不足から適切な英

文が思いつかない場合にもあきらめずに意思

を伝達し，会話を維持するスキルを身につけ

る。国際共通語である英語には，話者の出身

地によって様々な発音のバラエティが存在す

ることを理解する。ペアワークを通して，自

分の発音に自信を持ち，積極的に英語で会話

ができるようになることを企図する。 

ListeningⅠ 

本科目は，国際共通語である英語に，多く

の地域による発音の変種が存在することを理

解し，それぞれの発音の特徴を捉え，聴き取

り能力を向上させることを目的とする。具体

的には，音声学の知識を基に，英語の音を聴

き分け，音の同化や消失，渡り音などについ

て理解し，正しく聴き取れるようになる。 

 さらにディクテーションを行い，英語の強

弱，リズムを的確に拾い，内容理解の正確さ

を高める。自身が発話する際にもこれらの英

語の特性を意識した発話になるように，リピ

ート練習等を取り入れる。場面による特有の

会話表現も学習し，会話力向上につなげる。 

ListeningⅠ 

本科目は，ネイティブスピーカーの発音の

特徴に耳を慣らし，聴き取り能力を向上させ

ることを目的とする。具体的には，音声学の

基礎を学び，英語の音を正しく聴き分け，日

本人が苦手とする音の同化や消失，渡り音な

どについて理解する。 

 さらにディクテーションを行い，英語の強

弱，リズムに慣れるようにする。また，自身

の発話する英語もこれらの英語の特性を意識

した発話になるように，リピート練習等を取

り入れる。場面による特有の会話表現も学習

し，会話力向上につなげる。 

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の読解力を向上さ

せ，併せて，ボキャブラリービルディングを

Reading & VocabularyⅠ 

 本科目の目的は，英語の長文読解に慣れる

こと，そしてその過程でボキャブラリービル
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図ることである。合理的な構造の英語では，

単語は文脈によって大きく意味が異なること

を理解し，長文読解を通して，辞書の活用法

を学ぶ。これにより，語彙を広げるだけでな

く語源に基づいた英単語の構造を知り，表現

の幅を広げ，英語コミュニケーション能力の

向上にもつなげる。読解に関しては，パラグ

ラフの構造，文章の構成を理解し，容易にト

ピックセンテンスを見つけられるようになる

ことで逐語訳をせずに文意を把握する力の養

成と読解速度の向上を図る。 

ディングを図ることである。単語は文脈によ

って意味が異なることを理解し，長文読解を

通して，辞書の活用法を学ぶ。これによって

英語語彙を増やし，表現の幅を広げ，英語コ

ミュニケーション能力の向上にもつなげる。

読解に関しては，パラグラフの構造，文章の

構成を理解し，容易にトピックセンテンスを

見つけられるようになることで逐語訳をせず

に文意を把握する力の養成と読解速度の向上

を図る。 

Grammar & CompositionⅠ 

本科目は，英語コミュニケーションの基盤

となる英文法を理解し，様々なコミュニケー

ションの場面において正しく活用できるよう

になることを目的とする。既習事項の再確認

の上に，暗記によらず，文法事項を論理的に

理解し，その定着を図る。加えて，英作文は

文法事項定着の一手段と捉え，日記等の課題

を設定し，英文の産出の機会を十分に用意す

る。これにより，より発展的な英語使用者と

なるための強固な基礎力を育成する。 

Grammar & CompositionⅠ 

 本科目は，英語の文法的特性の理解と日本

語との文構造の根本的な違いを正しく理解す

ることを目的とする。まずこれまでの英語学

習経験で得た基礎的な文法事項（文型，品

詞，時制，態等）を再確認しながら，英作文

に活かせるようにする。特に，「Grammar & 

CompositionⅠ」の段階では，5文型を完全に

理解したうえで，正確な作文能力の向上を目

指していく。日々の日記を英語でつけるなど

の作業を通して，英文を書く習慣を身につけ

る。 

Grammar & CompositionⅡ 

「Grammar & Composition I」で学習した内

容を踏まえ，より高次な文法事項について的

確に理解し，それを応用した文章を産出でき

るようになることを目的とする。英語文章の

展開の仕方，段落構造について理解を深めて

いく。特に，文章全体の内容の理解や論理の

組み立てに最も重要となるディスコースマー

カー（Therefore,However,In addition等）

に重点を置いて学習する。各段落内部の構造

（トピックセンテンス，例証，結論）の構造

も理解し，段落単位で英作文を作成できるよ

うになることを目指す。 

Grammar & CompositionⅡ 

 「Grammar & CompositionⅠ」で学習した内

容を踏まえ，分詞修飾，従属節，関係節など

を的確に理解し，それを応用した文章構成が

できるようになることを目的とする。英語文

章の展開の仕方，段落構造について理解を深

めていく。特に，文章全体の内容の理解や論

理の組み立てに最も重要となるディスコース

マーカー（Therefore,However,In addition

等）に重点を置いて学習する。各段落内部の

構造（トピックセンテンス，例証，結論）の

構造も理解し，段落単位で英作文を作成でき

るようになることを目指す。 

Oral CommunicationⅢ 

「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や時事問題などに関して，積

Oral CommunicationⅢ 

「Oral CommunicationⅡ」をさらに発展さ

せ，日常の物事や，時事問題などに関する自
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極的に自分の意見を英語で表出することを目

的とする。授業では，時事に関する視聴覚教

材や読解教材を取り入れ，現代社会の事象に

関する自身の考えやスタンスをも言語化でき

るようにする。グループディスカッションを

多く取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の

役割を担い，グループの意見をまとめ，発表

する。身近な話題に限らず，幅広い話題に関

して，自分の考えを論理的かつ積極的に表現

できる力を身につける。 

分の意見を英語で伝えることを目的とする。

授業では，時事に関する視聴覚教材や読解教

材を取り入れ，現代社会の事象に対する自分

の考えやスタンスも言語化できるようにす

る。また，グループディスカッションを多く

取り入れ，メンバーが持ち回りで議長の役割

を担い，グループの意見をまとめ，英語で発

表を行う。身近な話題に限らず，幅広い話題

に対応できるような英語力の向上を目指す。 

Essay Writing 

本科目の目的は，英文エッセイの構造を理

解し，自ら構成できるライティング力を培う

ことである。「Grammar & CompositionⅡ」で

学んだ，パラグラフライティングの構成を再

確認し，身近なトピックにとどまらず，提示

された課題に対して，自分の意見を論理的に

展開することができるようになることを企図

する。Introduction, Body, Conclusionを軸

に，論理性に矛盾がなく，より説得力のある

エッセイを書くための技法を学ぶ。また，セ

ルフチェック，ピアーチェック等を取り入

れ，数多くのエッセイライティングを実施す

る。 

Essay Writing 

本科目の目的は，エッセイの構造を理解

し，構成できる力を培うことである。

「Grammar & CompositionⅡ」で学んだ，パラ

グラフライティングの構成を再確認し，特定

のテーマに基づいて，Introduction, Body, 

Conclusionの構成で，英語エッセイを展開す

ることができるようになることを目指す。論

の展開に注意し，導入と結論で矛盾が生じな

いよう配慮するなど，繰り返し行うことによ

り，速やかに自分の主張を書けるようになる

ことを企図する。 

Public Speaking 

 本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」

で培ったスピーキング力を活かし，不特定多

数の前でスピーチができるようになることで

ある。まず Public Speakingの種類とその特

性を理解し，効果的なプレゼンテーションを

行ううえで，必要不可欠な手法及び表現パタ

ーンを学習していく。スピーチやプレゼンテ

ーションのモデルケースを参考に，ビジネス

プレゼンテーションを含め学生自らが選んだ

題材について，発表するスキルを養うことを

企図する。 

Public Speaking 

本科目の目的は，「Oral CommunicationⅢ」で

培ったスピーキング力を活かし，日本人が苦

手とする人前で話す行為に慣れ，スピーチが

できるようになることである。まず Public 

Speakingの種類と特性を理解し，プレゼンテ

ーション等で使う表現の学習や，効果的なプ

レゼンテーションメソッドを学んでいく。ス

ピーチやプレゼンテーションのモデルケース

を参考に，学生自らが選んだ題材について，

スピーチ及びプレゼンテーションを行う。 
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（改善事項） 現代英語学科 

５．＜教員配置が不適切＞ 

審査意見２を踏まえると，専任教員予定者１名について，学科の専門科目を担当しないことと

なる。また，当該教員については年間を通じて２科目のみを担当する計画となっており，かつ，

そのうち１科目はオムニバスの科目となっている。当該学科の専任教員として，当該学科にお

ける専門職業人養成や組織運営にどのように関わるのか不明確なため，どのような役割を期待

し専任教員として配置するのか，また当該教員が専任教員として適切か，具体的に説明するこ

と。 

 

（対応） 

「審査意見２を踏まえると，専任教員予定者１名について，学科の専門科目を担当しないこ

ととなる」教員は，本学副学長を務める教授である。 

同教授は，大学教員歴 40年以上，大学教授歴 20年以上有する。教育研究，学科運営及び大

学運営において豊富な経験を有しており，現代英語学科若手教員に対する指導を期待できる。 

当該教授を新設学科に配置する趣旨は，以下のとおりである。 

 

① 現代英語学科の専任教員６人のうち３人は，他大学等外部から就任する。本学の教育方針や

運営方針を熟知した教授を配置することにより，学科開設時より，教授会，学科会議等運営を

軌道に乗せることができる。また，学科の専門分野に関わらず，普遍的な大学運営，指導体制

の構築という面でも，貢献を期待できる。 

 

② 他大学から本学に新たに就任する学科長予定者（教授），及び今回新たに教授となる予定の

教員は，いずれもネイティブ教員であり，学科開設当初から安定した教授会運営を行うことが

できるよう，同教授を配置し，組織体制を整える。また，本学は，現在７学科を擁する総合短

期大学であることから，専門性の異なる他学科と連携，協調していくことは必要不可欠であり，

組織運営において，副学長である当該教授の担う役割は大きい。 

 

 さらに，審査意見２を踏まえ，当該教授が担当する「海外渡航の健康管理」について，再検

討を行った。審査意見２への対応に示したとおり，健康管理の重要性，病気やけがに関する基

礎知識等については，同教授が担当する「食と健康」（必修科目）に統合する。併せて，審査意

見５を踏まえ，現代英語学科の専任教員として本学科の専門職業人養成に関わることを明確に

するため，初年次ゼミである「基礎ゼミ」（必修科目）の担当教員に当該教授を追加する。「基

礎ゼミ」は，様々な角度から物事を検証し，論理的客観的に思考する力を養う科目であり，短

期大学での学びを有意義なものとするための初学者教育を行う。当該教授を「基礎ゼミ」の担

当教員に加えることにより，多様な事象や考え方に対するアプローチなど，授業内容に厚みが

増すと考える。 

 

以上のことから，当該教員を現代英語学科に配置することは適切であると，本学は判断する

ものである。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（16ページ） 

新 旧 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（２）専任教員の配置計画 

 

（前略） 

 

① 教授 

大学及び短期大学における教育歴及び研究

業績を豊富に有する教員３人を教授として配

置する。２人の教授（英文学修士，医学博士）

は，ともに大学での教授歴が 20年以上あり，

教育研究はもちろん，学科運営及び大学運営

において豊富な経験を有している。うち１名

は本学副学長である。副学長という本学の教

育方針や運営方針を熟知した教授を新設学科

に配置することにより，学科開設当初から安

定した組織運営を行うことができる。 

もう１人の教授（教育学修士）については，

本学開学時からビジネスキャリア学科の専任

教員として既設学科の英語系科目を担当して

いる専任教員が異動する。 

 

（後略） 

 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（２）専任教員の配置計画 

 

（前略） 

 

① 教授 

大学及び短期大学における教育歴及び研究

業績を豊富に有する教員３人を教授として配

置する。２人の教授（英文学修士，医学博士）

は，ともに大学での教授歴が 20年以上あり，

教育研究はもちろん，学科運営及び大学運営

にも精通している。もう１人の教授（教育学

修士）については，本学開学時からビジネス

キャリア学科の専任教員として既設学科の英

語系科目を担当している専任教員が異動す

る。 

 

（後略） 
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（改善事項） 現代英語学科 

６．＜設置計画の一層の充実＞ 

教員の年齢構成が比較的高齢に偏っていることから，教育研究の継続性を踏まえ，今後の採用

計画など教員組織編成の将来構想の明確化が望まれるので，対応方針について回答すること。 

 

（対応） 

  現代英語学科開設時の専任教員の年齢構成は，30 歳代１人，40 歳代３人，60 歳代１人，70

歳代１人である。学科を新設する際の教員組織については，当該学科が目指す教育を行うため

の専門性を有し，かつ，学科開設当初より安定した教育及び学科運営を行うことを総合的に勘

案して編成している。現代英語学科についても，本方針に基づき，教員組織を編成している。

60～70歳代の教授２人は大学教授としての教育研究業績が豊富であり，教授方法や研究指導な

ど，後進の指導も期待できる。 

 

 教育研究の継続性を踏まえ，現代英語学科の教員組織編成の将来構想を示す。 

 

① 学科完成後の 2021（平成 33）年度に，50歳代の教授２人の採用を計画する。 

 

② 学科開設時に准教授及び講師である教員が教育研究及び学科運営における業績を積み昇

任した場合，昇任後には若手の教員を採用し，教育研究が活性化するよう運営していく。 

 

 職位，年齢構成等が特定の範囲に偏ることのない教員組織となるよう，適切な教員配置及び

教員補充を行っていく。 

 

（新旧対照表）設置に趣旨等を記載した書類（16ページ） 

新 旧 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（２）専任教員の配置計画 

 

（前略） 

 

① 教授 

大学及び短期大学における教育歴及び研究

業績を豊富に有する教員３人を教授として配

置する。２人の教授（英文学修士，医学博士）

は，ともに大学での教授歴が 20年以上あり，

教育研究はもちろん，学科運営及び大学運営

において豊富な経験を有している。うち１名

は本学副学長である。副学長という本学の教

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（２）専任教員の配置計画 

 

（前略） 

 

① 教授 

大学及び短期大学における教育歴及び研究

業績を豊富に有する教員３人を教授として配

置する。２人の教授（英文学修士，医学博士）

は，ともに大学での教授歴が 20年以上あり，

教育研究はもちろん，学科運営及び大学運営

にも精通している。もう１人の教授（教育学

修士）については，本学開学時からビジネス
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育方針や運営方針を熟知した教授を新設学科

に配置することにより，学科開設当初から安

定した組織運営を行うことができる。 

もう１人の教授（教育学修士）については，

本学開学時からビジネスキャリア学科の専任

教員として既設学科の英語系科目を担当して

いる専任教員が異動する。 

 

（中略） 

 

 学科開設時における専任教員の年齢構成

は，70歳代の教授１人，60歳代の教授１人，

40歳代の教授１人，40歳代の准教授及び講師

各１人，30歳代の講師１人を計画し，教育研

究の活性化を図る。これは，本学科が求める

教育を行うための専門性を有し，また，開設

当初より安定した学科運営を行うことを専任

教員組織の優先的条件とした構成である。加

えて，60～70歳代の教授２人は大学教授とし

ての教育研究業績が豊富であり，教授方法や

研究指導など，後進の指導も期待できる。と

りわけ，30歳，40歳代の講師は，教授及び准

教授の指導を受けながら，次世代において教

育研究の質を途切れさせることのないよう，

教育研究業績を積み上げていく。 

 

（中略） 

 

教育研究の継続性を踏まえ，本学科の教員

組織編成の将来構想を示す。 

2021（平成 33）年４月に，50歳代の教授２

人の採用を計画する。学科開設時において准

教授及び講師である専任教員が，教育研究業

績及び学科運営活動等を積み，次の職位へ昇

任することも視野に，大学及び学科として取

り組むＦＤ活動や日々の指導を丁寧に行って

いく。昇任後には若手の教員を採用し，教育

研究が活性化するよう運営していく。 

キャリア学科の専任教員として既設学科の英

語系科目を担当している専任教員が異動す

る。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 学科開設時における専任教員の年齢構成

は，70歳代の教授１人，60歳代の教授１人，

40歳代の教授１人，40歳代の准教授及び講師

各１人，30歳代の講師１人を計画し，教育研

究の活性化を図る。これは，本学科が求める

教育を行うための専門性を有し，また，開設

当初より安定した学科運営を行うことを専任

教員組織の優先的条件とした構成である。加

えて，教育歴及び研究業績豊富な教授には，

後進の指導も期待される。とりわけ，30歳，

40歳代の講師は，教授及び准教授の指導を受

けながら，次世代において教育研究の質を途

切れさせることのないよう，教育研究業績を

積み上げていく。 

 

 

（中略） 

 

 

 

 2021（平成 33）年４月に，50 歳代から 60

歳代前半の教授２人の採用を計画する。また，

学科開設時において准教授及び講師である専

任教員が，教育研究業績及び学科運営活動等

を積み，次の職位へ昇任することも視野に，

大学及び学科として取り組むＦＤ活動や日々

の指導を丁寧に行っていく。このことにより，

教育研究水準の維持，向上を図ることができ
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 職位，年齢構成等が一定の範囲に偏ること

のない教員組織となるよう，適切な教員配置

及び教員補充を行っていく。 

るものと考える。 
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（改善事項） 現代英語学科 

７．＜自学自習の支援方策が不明確＞ 

学生の自学自習に Skype を活用する旨の説明があるが，学習効果を十分上げることができる方

策や学生に対する指導が必要と思われるが，どのように運用し学生の学習を支援するのか具体

的に説明すること。 

 

（対応） 

 学生の自主的な学習を支援するため，マンツーマン英会話レッスン（初級から上級まで 10段

階のレベル）ができるシステムについて契約し，その導入を図る。学生は，授業の空き時間や

放課後を利用し，海外にいる外国人講師とオンラインで英会話学習を行うことができる。レッ

スンの予約は，開始の５分前まで可能であり，学生は予定に合わせてレッスンを受けることが

できる。 

オンライン英会話システムを利用することにより，主体的な学習習慣を身につけ，また，外

国人と臆することなく会話する態度を醸成する。 

  学習効果を十分に上げるための運用及び学習支援について説明する。 

 

① 施設・設備 

  中央キャンパス多目的演習室内にスピーキングブースを設け，周囲に気兼ねすることなくス

ピーキングできる環境を整える。 

 

② 教職員の指導体制 

入学時のオリエンテーションにおいて，ログインＩＤを各自に付与し，システムの使用方法

について詳しく説明を行う。 

現代英語学科専任教員は，ログイン履歴，受講回数，外国人講師による１レッスンごとの評

価等を確認することができ，それらを踏まえて 10段階のレベルのうち，どのレッスンを受講す

るのがよいか等，学生に個別アドバイスを行うことができる。 

また，システムの利用に際して不明な点やトラブル等があれば，教職員がその対応にあたる。 

 

 オンライン英会話システムは学生の自主的な学習支援として導入するが，正課授業で学んだ

内容の定着を図り外国人と会話する機会・時間を多く持つため，積極的に利用するよう教職員

がサポートしていく。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（８ページ） 

新 旧 

２．本学 現代英語学科の重点的機能及び特

色 

（２）現代英語学科の特色 

（前略） 

  ② 英語４技能の習得 

２．本学 現代英語学科の重点的機能及び特

色 

（２）現代英語学科の特色 

（前略） 

  ② 英語４技能の習得 
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「話す」「聞く」「読む」「書く」の４技能を

確実に習得できるよう，それぞれ科目を配置

する。「専門基礎分野」の必修科目（「Oral 

CommunicationⅠ・Ⅱ」「ListeningⅠ・Ⅱ」

「Reading ＆ VocabularyⅠ・Ⅱ」「Grammar 

＆ CompositionⅠ・Ⅱ」）は，それぞれ週２回

（半期・30回）授業を行い，その基礎力をし

っかりと養う。「専門展開科目」では，「専門

基礎科目」で学んだことを基盤とし，４技能

を統合した実用的英語運用能力を身につける

科目を配置する。学生一人ひとりの技能別の

理解度に応じて科目選択ができるほか，英語

に慣れ親しむ科目も配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 演習科目の配置 

（中略） 

 

④ 授業外学習支援 

授業外では，学生の自主的な学習を支援す

るため，マンツーマン英会話レッスン（初級

から上級まで 10段階のレベル）ができるシス

テムを契約し，その導入を図る。学生は，授

業の空き時間や放課後を利用し，海外にいる

外国人講師とオンラインで英会話学習を行う

ことができる。マンツーマンレッスンのため，

個々の学生のレベルに合わせて学習を進めら

れ，また，レッスンの予約は，開始の５分前

まで可能であり，学生は予定に合わせてレッ

スンを受けることができる。 

 オンライン英会話システムを利用すること

により，主体的な学習習慣を身につけ，また，

外国人と臆することなく会話する態度を醸成

「話す」「聞く」「読む」「書く」の４技能を

確実に習得できるよう，それぞれ科目を配置

する。「専門基礎分野」の必修科目（「Oral 

CommunicationⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「ListeningⅠ・Ⅱ」

「Reading ＆ VocabularyⅠ・Ⅱ」「Grammar 

＆ CompositionⅠ・Ⅱ」）は，それぞれ週２回

（半期・30回）授業を行い，その基礎力をし

っかりと養う。「専門展開科目」では，「専門

基礎科目」で培った英語力や学びについて，

総合的，発展的に学ぶ科目を配置する。学生

一人ひとりの技能別の理解度に応じて科目選

択ができるほか，英語に慣れ親しむ科目も配

置する。 

 また，授業外では，学生の自主的な学習を

支援するため，マンツーマン英会話レッスン

ができるシステムを導入する。学内で Skype

を利用し，海外とつないで外国人講師と英語

のレッスンをオンラインで行う。マンツーマ

ンレッスンのため，個々の学生のレベルに合

わせて学習を進めることができる。 

 

③ 演習科目の配置 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

する。 

なお，システムの利用方法については，入

学時のオリエンテーションにおいて，ログイ

ンＩＤを各自に付与し，詳しく説明を行う。 

現代英語学科専任教員は，ログイン履歴，

受講回数，外国人講師による１レッスンごと

の評価等を確認することができ，それらを踏

まえて 10段階のレベルのうち，どのレッスン

を受講するのがよいか等，学生に個別アドバ

イスを行う。 

また，システムの利用に際して不明な点や

トラブル等があれば，教職員がその対応にあ

たる。 

 オンライン英会話システムは学生の自主的

な学習支援として導入するが，正課授業で学

んだ内容の定着を図り外国人と会話する機

会・時間を多く持つため，積極的に利用する

よう教職員がサポートしていく。 

 

⑤ 英語をじっくり学べる環境整備 

（後略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 英語をじっくり学べる環境整備 

（後略） 
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（改善事項） 現代英語学科 

８．＜既設学科との差異が不明確＞ 

既設の観光ビジネス学科については，教育課程において英語の科目が多く配置されており，ま

た就職先として想定される産業分野・職業分野についても重複しているように見受けられるな

ど，両学科の違いが不明確と考えられる。また，当該学科の定員を増やす計画となっており，

定員充足の見込みが十分といえるか不明確である。学生確保の観点から，既設学科の状況を踏

まえても新設学科の学生募集に影響ないことを説明するとともに，受験生に対し両学科の特色

を十分に説明する観点から，特色強化のため英語教育を更に強化するなど，具体的な方策を説

明すること。 

 

（対応） 

 既設の観光ビジネス学科との違いや学生募集の観点について，以下のとおり説明する。 

 

① 観光ビジネス学科の教育課程との差異について 

  審査意見１への対応でも述べたように，観光ビジネス学科と現代英語学科では，異なる養成

人材像を掲げている。 

観光ビジネス学科の教育課程について，平成 30 年度より，「ホテル・ブライダルサービス」

「ホテル経営」「旅程管理」等，観光ビジネス実務能力を身につける科目を充実させた。 

さらに，現代英語学科開設に伴い，両学科の特色を明確にするため，英語系科目を５科目（10

単位）減じ，観光ビジネス実務能力の向上に資する科目を追加するなどの変更を計画している。

なお，観光ビジネス学科の教育課程変更に際しては，入学時に約した教育課程に基づき開講す

るため，学生に不利益は生じない。 

現代英語学科についても，ディプロマ・ポリシーおいて，ＣＥＦＲ‐Ｂ１レベルの【基礎力】

から，実用的英語運用能力である【実践力】へつなげていくことが明らかになるよう，審査意

見を踏まえ，科目の区分，内容，水準の見直しを行う。 

これらのことにより，両学科の特色の違いがより明確になると考える。 

 

② 就職先として想定される産業分野・職業分野について 

  現代英語学科設置に際し実施した人材需要アンケート調査において，英語の運用能力ととも

にコミュニケーション能力及びビジネス実務能力を身につけた人材は，小売，金融，不動産等

幅広い産業分野において期待されていることが明らかとなった。 

また，観光ビジネス学科の卒業生は就業に際して観光ビジネスに関する専門性を期待され，

現代英語学科の卒業生は実用的英語運用能力を期待される。よって，ホテル，サービス分野な

ど，観光ビジネス学科と産業分野・職業分野が重複する場合でも，期待される職務役割は異な

るものと判断する。 

 

③ 学生確保の観点について 

  観光ビジネス学科の入学生数を見ると，平成 28年度 31 人，29年度 47人，30年度 56 人と，

着実にその数を増やしている。 
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  また，現代英語学科の学生確保については，現代英語学科開設初年度の入学対象となる学年

の高校生に行った入学意向調査においても，「本学現代英語学科に入学したい」という高校生は

単純集計では 767人，「受験したい」と併願校に関わらず「入学したい」のクロス集計結果でも

145人と，入学定員 40人を大幅に上回る回答を得ている。 

  審査意見１を踏まえた両学科の教育課程をより明確にするための観光ビジネス学科の教育課

程改訂，及び審査意見８を踏まえた現代英語学科の英語運用能力向上のための教育課程見直し

により特色が強化され，両学科の学生募集に影響はないと判断する。 

なお，両学科の特色を比較検討できる広報ツールなどを作成した上で，受験生への説明を行っ

ていく。 
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（観光ビジネス学科 教育課程変更案）

 

必修 選択

日本語表現法 2

英語Ⅰ 1

英語Ⅱ 1

東北学 2

歴史と文化 1

大学生活論 1

暮らしの中の法律 1

現代の社会 1

コミュニケーション論 1

情報処理 2

数理リテラシー 1

14

経営学入門 2

マーケティング 2

観光概論 2

観光ビジネス論 2

基礎科目　計 8

観光ビジネス実務総論 2

情報機器演習 2

ビジネスマナー 2

ビジネス英会話 2

基幹科目　計 8

旅行ビジネス実務 2

エアラインビジネス実務 2

エアラインサービス 2

鉄道ビジネス実務 2

宿泊ビジネス実務 2

ホテル・ブライダルサービス 2

ホテル経営 2

ブライダルビジネス実務 2

秘書実務 2

国際観光論 2

観光史と観光文化 2

旅と文学 2

旅行業法 2

旅行業約款 2

国内運賃・旅費計算 2

国内観光地理Ⅰ 2

国内観光地理Ⅱ 2

海外観光地理 2

旅程管理 2

テーマパークビジネス 2

韓国語会話 1

中国語会話 1

フランス語会話 1

観光ビジネス英会話 2

おもてなし英会話 2

TOEIC演習 2

観光英語 2

観光英語ガイド基礎Ⅰ 2

観光英語ガイド基礎Ⅱ 2

Presentation in English 2

観光インターンシップ 1

海外研修 1

展開科目　計 6 53

22 53

基礎キャリア形成ゼミ 1

実践キャリア形成ゼミⅠ 1

地域づくり演習 1

実践キャリア形成ゼミⅡ 1

基礎ゼミ 1

総合演習Ⅰ 1

総合演習Ⅱ 2

6 2

42 55

科目区分 授業科目の名称
単位数

教

養

教

育

分

野

人間と文化

人間と社会

人間と科学

教養教育分野　計

総計

基礎科目

基幹科目

展開科目

専

門

教

育

分

野

専門教育分野　計

演習科目

演習分野　計

演
習

分

野
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