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国際観光科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 

通訳ガイド英語 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次・2年次 8 単位 2 単位／学期×2学期×2 日本語 

科目のねらい 

観光英検・通訳案内士試験合格を目指す。 

科目内容 

エアラインやホテル、観光業務等における、様々な場面に応じた英語表現を学習し、会話練習を行う。観光英語検定試験の

過去問題を解き、合格に必要な専門用語、業界用語を習得する。航空業界、旅行業界、ホテル・レストラン業界で使われる

用語・英語表現を学ぶ。学生が積極的に英語を話すことを重視し、ペアワーク、グループワークを中心とした授業を進める。

CD、テープを使用し、重要表現のリスニング、スピーキングの練習を行う。英字新聞などから、日本、世界の国々に関する

新情報を取り入れ、実際の業務に役立つ知識を得る。旅行業務に関する英語を学ぶ。 初は、観光英語検定3級そして、2

級合格を目指す。また、通訳案内士試験合格を目標として学習する。 

成績評価 テキスト 備考 

未定 『English for Tourism 2nd Grade』全国語

学ビジネス観光協会発行 

 

科目名 

通訳ガイド教養 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

通訳案内士試験合格を目指す。 

科目内容 

国家資格「通訳案内士」試験対策と、今後ますます増加する訪日外国人観光客を案内するための、日本の歴史・産業・経済・

政治及び文化に関する一般常識を学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

未定 未定  

科目名 

通訳ガイド実務 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2 年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 日本語 

科目のねらい 

通訳ガイド英語・通訳ガイド教養で学んだことを生かし、通訳ガイドとしての技術を学ぶ。 

科目内容 

英語で通訳する際に必要な基本的な技術を学び、通訳ガイド実習を行なう。希望者は、ボランティアガイドや訪日外国人旅

行ツアーのガイドサポート等の実務を通して通訳ガイドとして必要なスキルを身につけることができる。 

成績評価 テキスト 備考 

未定 未定  
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科目名 

第二外国語 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2 年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 中国語・韓国語 

科目のねらい 

発展著しいアジア諸国の中から日本と も関わりの深い国の言語、中国語または韓国語を学ぶ。発音、文字、簡単な挨拶表

現からサービス業でよく用いられる言い回しまで身につける。 

科目内容 

中国語・韓国語の基礎を日常出会う状況で十分役立つように学ぶ。やさしい文法解説を交え基本会話力を養成する。主な内

容は以下の通り。 

① 発音  

② 挨拶 

③ 自己紹介 

④ ホテルで必要な表現 

⑤ 空港での会話 

⑥ レストランでの注文の仕方 

⑦ 買い物の仕方 

⑧ 道順や乗り物に乗る時の尋ね方等 

成績評価 テキスト 備考 

出席、授業参加度、期末テスト等を総合的に評

価 

ハンドアウト  

科目名 

ツアーコンダクター実務 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 日本語 

科目のねらい 

国内旅程管理者資格を取得し、実務を行うことを目指す。二学期には海外添乗の仕方について学ぶ。座学から実際の添乗業

務を行うことにより（選考あり）、接客におけるホスピタリティ・マインドを身につける。 

科目内容 

国内旅程管理者資格を取得し国内添乗バス研修を実施した上で、実際（旅行会社主催パックツアー）の国内旅行添乗業務を

行なう。2学期は、海外添乗するための基礎を学ぶ。そして、実際のお客様を添乗することにより旅行業界から望まれる能力

であるホスピタリティ・マインド、コミュニケーション能力、社会常識を養う。（＊国内・総合資格研修費用別途） 

成績評価 テキスト 備考 

未定 『添乗員の基礎教本』日本添乗サービス協会  

科目名 

ホスピタリティ・デザイン 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

旅行業界及びホスピタリティ産業への就職を目指すに当たり、業界から求められるホスピタリティ・マインドとは何かを理

解し、身に着け就職活動への準備とする 

科目内容 

旅行業界に も必要な能力であり、サービス業に従事する上でも不可欠である「おもてなしの心」を学ぶ。そして、旅行業

界の特徴、職種等の基本構成を学び、将来へのキャリア形成に結びつけていく。この科目を学ぶことによって、業界の概要

を把握し、就職したい会社や職種の選択を行い、ホスピタリティ・マインドを身につけて就職活動に備える。 

成績評価 テキスト 備考 

未定 ハンドアウト  
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科目名 

GDS 実習 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2 年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 日本語 

科目のねらい 

旅行代理店、各種予約業務、空港や航空会社への就職を希望する学生が、それらの業界で必要な基礎知識から専門知識まで

を習得できることを目的としている。 

科目内容 

世界 大のシェアを誇るインフィニ（コンピュータ予約システム）を勉強する。航空機の残席照会、予約、更に予約記録を

作成するシミュレーション授業の過程で旅行代理店、空港や航空会社で働くための基礎知識から専門知識までを楽しみなが

ら身につけることができる。 

① 座席指定、キュー、マイレージプログラム、ティマティック（ビザ・検疫・通関情報）  

② 国際線運賃、米国内運賃、航空券 

成績評価 テキスト 備考 

出席 20％、クイズ・クラスワーク（練習問題）

30％、期末テスト50％ 

『インフィニテキスト』 ㈱インフィニトラ

ベルインフォメーション発行 

 

科目名 

旅行業法・約款 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

国家試験である国内旅行業務取扱管理者資格試験合格を目指す。 

科目内容 

国家資格試験・国内旅行業務取扱管理者試験合格を目指し、試験科目である「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約

款、運送約款及び宿泊約款」の対策を行い、旅行業の基礎を学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

授業態度・ミニテスト・期末テストを総合して

評価 

『国内旅行業務取扱管理者試験合格ハンド

ブック』（中央書院） 

 

科目名 

国内運賃・料金 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

国家試験である国内旅行業務取扱管理者資格試験合格を目指す。 

科目内容 

国内旅行業務取扱管理者試験対策として、試験科目「国内旅行実務」の中の「運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅

行実務に関する料金」について学習する。 

成績評価 テキスト 備考 

授業態度・ミニテスト・期末テストを総合して

評価 

『国内旅行業務取扱管理者試験合格ハンド

ブック』 （中央書院） 
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科目名 

国内観光資源 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

①国家試験である国内旅行業務取扱管理者資格試験合格を目指す。 

②実習と授業のコラボレーション 体験をしながら学ぶ相乗効果で理解を深める。 

③プロ意識を持って仕事ができるようになる。 

科目内容 

国内旅行業務取扱管理者試験対策、試験科目「国内旅行実務」の中の、「旅行業務の取扱に関する実務処理」を学ぶ。日本の

地理・文化･自然についての理解を深める。 

また、KNT ツーリスト神田西口外語学院前営業所にて、カウンターセールス実習を行う。 

成績評価 テキスト 備考 

出席（KNT実習評価）期末テスト・小テスト 『一冊でわかる日本地図・世界地図』 

正井 泰夫監修（成美堂出版） 

 

科目名 

海外観光資源 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次・2年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 日本語 

科目のねらい 

①国家試験である総合旅行管理者試験合格を目指す。 

②世界各国、主要都市を地図で理解、観光名所など旅行業界で必要な知識を身につける。 

③旅行商品企画造成及びプレゼンテーション 

科目内容 

国家資格試験・総合旅行業務取扱管理者試験合格を目指し、試験科目「海外旅行実務」の中の「主要国の観光」を学ぶ。国

名や都市名はもとより、海外の世界遺跡・寺院・美術館・見所・歴史・国際情勢・自然など多岐にわたり知識を深める。２

年次には実際にツアー企画を行い、プレゼンテーションを通して商品化を目標とする。 

成績評価 テキスト 備考 

出席（KNT実習評価）期末テスト・小テスト 『一冊でわかる日本地図・世界地図』 

正井 泰夫監修（成美堂出版） 

 

科目名 

海外旅行実務 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次・2年次 4 単位 2 単位／学期×2学期 日本語 

科目のねらい 

国家試験である総合旅行業務取扱管理者資格試験合格を目指す。 

科目内容 

総合旅行業務取扱管理者試験対策として、試験科目「海外旅行実務」の中の「旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替

管理その他の本邦外の旅行業務に必要な法令」、「本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務」、「その他本邦

外の旅行業務に関する実務」について備える。この科目により海外旅行業務の基礎知識を押さえることができる。 

成績評価 テキスト 備考 

授業態度・ミニテスト・期末テストを総合して

評価 

『総合旅行業務取扱管理者試験合格ハンド

ブック』（中央書院） 
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科目名 

国際航空運賃 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1 年次 2 単位 2 単位／学期 日本語 

科目のねらい 

国家試験である総合旅行業務取扱管理者資格試験合格を目指す。 

科目内容 

総合旅行業務取扱管理者試験対策、試験科目「海外旅行実務」の中の「本邦外の運送機関の利用料金、その他の本邦外の旅

行業務に関連する料金」について学ぶ。国際航空運賃についての理解を深めることができる。 

成績評価 テキスト 備考 

授業態度・ミニテスト・期末テストを総合して

評価 

『総合旅行業務取扱管理者試験合格ハンド

ブック』（中央書院） 

 


