
【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

13 専門用語について

14 総復習

16 定期テスト

17 答案返却

18 総括

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

15 総復習

10 専門用語について

11 専門用語について

12 専門用語について

7 ファッション業界の仕事内容

8 ファッション業界の仕事内容

9 小テスト

2 ファッション業界とは

3 ファッション業界とは

6 ファッション業界の仕事内容

5 小テスト

4 ファッション業界とは

ファッションの歴史、専門用語、仕事の種類とその役割について学びます。

【講義概要】
これからのファッション業界はどのように変化していくのか？

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

講義区分 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ファッション概論 未定 2単位　36時間

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 コンピュータ実習I 千葉 輝子 2単位・72

Microsoft Office Specialist合格を目指す

【講義概要】
仕事として使えるレベルまで修得する

授業計画及び学習内容

1
Windowsの基本操作・タイピング練習：フォルダの作成・Mika Typeのコピー及び練習方法の説明

2 文字入力の基本：ファンクションキーなどを使用した文字入力

3 出題範囲1:タイピング練習・ファンクションキーなどを使用した文字入力

4 出題範囲2-1:タイピング練習・文字、段落、セクションの書式設定

5 出題範囲2-2:タイピング練習・文字、段落、セクションの書式設定

6 出題範囲3-1：タイピング練習・表やリストの作成

7 出題範囲3-2：タイピング練習・表やリストの作成

8 出題範囲3-3：タイピング練習・表やリストの作成

9 出題範囲4-1：タイピング練習・参考資料の作成と管理

10 出題範囲4-2：タイピング練習・参考資料の作成と管理

11 出題範囲4-3：タイピング練習・参考資料の作成と管理

12 出題範囲5-1：タイピング練習・グラフィックの挿入と書式設定

13 模擬試験：第1回模擬試験①

企業のパソコン講師も担当している方による専門的授業　あらゆるソフトを使いこなすプロフェッショナル

14 模擬試験：第２回模擬試験①

15 中間試験：第1回模擬試験

16 模擬試験：第3回模擬試験①

17 模擬試験：第4回模擬試験①

18 MOS Word 　本試験

入力スピードテスト（検定合格基準）　出席率80％以上　課題作成速度、正確度など
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 コンピュータ実習I 千葉 輝子 2単位・72

Microsoft Office Specialist合格を目指す

【講義概要】
スピード、正確さを求める　検定取得は勿論、仕事としてつかえるスキルを身につける

授業計画及び学習内容

1 出題範囲2-1：タイピング練習・セルやセル範囲のデータの管理

2 出題範囲2-2：タイピング練習・セルやセル範囲のデータの管理

3 出題範囲5-1:タイピング練習・グラフやオブジェクトの作成

4 出題範囲5-2:タイピング練習・グラフやオブジェクトの作成

5 出題範囲1-1：タイピング練習・ワークシートやブックの作成と管理

6 出題範囲1-2：タイピング練習・ワークシートやブックの作成と管理

7 出題範囲3-1：タイピング練習・テーブルの作成

8 出題範囲3-2：タイピング練習・テーブルの作成

9 出題範囲4-1：タイピング練習・数式や関数を使用した演算の実行

10 出題範囲4-2：タイピング練習・数式や関数を使用した演算の実行

11 模擬試験：第1回模擬試験①

12 模擬試験：第２回模擬試験①

13 模擬試験：第２回模擬試験②

企業のパソコン講師も担当している方による専門的授業　あらゆるソフトを使いこなすプロフェッショナル

14 模擬試験：第3回模擬試験①

15 模擬試験：第4回模擬試験①

16 模擬試験：第4回模擬試験②

17 模擬試験：第5回模擬試験

18 MOS Excel 　本試験

入力スピードテスト（検定合格基準）　出席率80％以上　課題作成速度、正確度など
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅠＡ 増田　浩美 1単位18時間

自分の思いを文章に書く、伝える上で必要な表現を確実にマスターする（漢字検定3級程度・文章検定3級程
度）

【講義概要】
検定試験問題を取り入れながら、個人指導もしていく

授業計画及び学習内容

1 プレースメントテスト

2 答え合わせ・解説

3 漢字テスト①　および解説

4 漢字テスト②　および解説

5 漢字テスト③　および解説

6 総合テスト

7 返却　解説

8 文章テスト①　および解説

9 文章テスト②　および解説

10 文章テスト③　および解説

11 総合テスト

12 返却　解説

13 漢字・文章テスト①　および解説

担任が担当する

14 漢字・文章テスト②　および解説

15 漢字・文章テスト③　および解説

16 総合実力テスト

17 外部の試験実施

18 まとめ

試験は60％を合格とする　不合格者はその都度再試を行う　すべて60％になるまで取り組む。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅠB 協会専任講師 1単位18時間

マナープロトコール検定3級を取得する

【講義概要】
検定に向けて、模擬試験を数多く行う

授業計画及び学習内容

1 マナープロトコール検定　模擬試験

2 解説

3 テキスト序章

4 テキスト第１章

5 テキスト第２章

6 テキスト第３章

7 テキスト第４章

8 テキスト第５章

9 模擬試験

10 解説

11 テキスト第７章

12 テキスト第８章

13 テキスト第９章

マナープロトコース協会の専任講師が担当する

14 テキスト第１０章

15 模擬試験

16 解説

17 本試験

18 まとめ

マナープロトコール検定3級を取得すること　不合格者は再試験で取得すること。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

Greetings, introductions & exchanging information　英語での挨拶、紹介、質問

1年・前期

単位・時間数

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

開講学科・コース 履修対象開講年度

2019年度

担当教員

12

13

11

8

9

10

7

5

6

2

3

4

講義区分 授業科目名

開講課程

Describing People　仕草を説明

Family and Friends　家族、親族、友達

一般教養科目

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授業。
アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

１単位・36英会話Ⅰ 外国員講師

Present Tense　現在形

動詞'Be'　　'Be'　動詞

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

1

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

14 The Best　比較形

15 Food and Restaurants　レストランでの注文

16 The Perfect Sandwich　サンドイッチの作り方

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D
（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

School Life　学校生活やアルバイト

Questions　現在形

Hobbies, Fashion & Sports　趣味、ファッション、スポーツ

Travel Survival Communications　旅行の英語

Travel Safety　海外で身を守るコツ

Finding a Hotel　ホテルを探す・チェックイン

Jobs & Careers　仕事やキャリア

定期試験



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

4 Where are you from?　出身地

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授業。
アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

1 Planning a trip.　旅行の計画

14 American Joke　ユーモアの違い

15 If I could travel anywhere　理想の旅行先

16 Sharing my dream vacation　理想の旅行先をクラスに説明

一般教養科目 １単位・36外国員講師英会話Ⅰ

10 Food　食べ物

6 What not to talk about.　初対面の人と、話してはいけないテーマ

7 定期試験

8 Directions.　目的地までの行き方

9 Public Transportation.　　公共交通機関

3 Staying at the hotel.　ホテルでの英語

5 Making small talk.　　雑談

2 Airport English.　空港での英語

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D
（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

12 Making requests.　相手へのお願い

13 Culture Shock.　文化の違い

11 Travel manners and safety.　海外と日本のマナーや習慣の違い

履修対象開講年度

講義区分 授業科目名

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

開講課程 開講学科・コース

2019年度 １年・後期

担当教員 単位・時間数



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅰ 木花 章智 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 男女格差について

2 麻疹と感染症について

3 ハラスメントについて

4 アメリカ大使館問題

5 覚醒剤と麻薬

6 裁判員と裁判員制度

7 働き方改革について

8 民泊新法

9 1～８振り返りと小テスト

10 宗教と食事

11 IR法案とカジノ

12 オウム真理教と死刑

13 異常気象と台風

常に社会情勢に興味を持つよう工夫。講師は政治学が専門で、大学でも教鞭をとる

14 地震の話

15 前期末試験

16 返却と解説

17 憲法改訂①

18 憲法改訂②

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅰ 木花　章智 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
日常のニュースに関心をもつことが大切

授業計画及び学習内容

1 世界首脳会議

2 ノーベル賞

3 貿易戦争

4 消費税

5 ハロウィン

6 アメリカの銃社会

7 原発の話

8 日本の領土問題

9 大阪万博２０２５　①

10 大阪万博２０２５　②

11 株式の話

12 振り返り小テスト・解説

13 宝くじの話

常に社会情勢に興味を持つよう工夫。講師は政治学が専門で、大学でも教鞭をとる

14 インフルエンザの話

15 期末試験

16 返却と解説

17 バレンタインの知識

18 １年間のニュースについて

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座Ⅰ 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 1，2年生の自己紹介及び担任・副担任の役割を認識してもらう

2 職業を得るとはどういうことか考える

3 テクノスノートを使用し、1年間の過ごし方を考える

4 今年度の目標設定をする

5 目標を達成するための計画をつくる

6 計画を実行するためのは？メンター・メンティ制度導入

7 お互いに観察し、振り返りを共有

8 学修機会（ＩＷ）の再確認

9 ＩＷでゲストをもてなすためにできること

10 フィールドワークとは？その目的、目標は何？

11 事前プレゼンテーション

12 実際に探求、体験、その成果検証

13 報告プレゼンテーション準備

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ。また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション

15 プレゼンテーション

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・プレゼンテーションなどの成果にて
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ビジネスマナー・秘書科

総合ビジネスコース
2019年度 1年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座Ⅰ 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 学修機会を使い切ろう　後期の目標

2 テクノスノートを使用し、明確にする

3 目標達成するための工夫をディスカッションする

4 成長した部分の確認

5 工夫を今後に活かす

6 マナープロトコール検定に向けて

7 マナープロトコール検定　模擬試験①

8 マナープロトコール検定　模擬試験②

9 マナープロトコール勉強会

10 マナープロトコール勉強会

11 フィールドワーク②内容を決める

12 事前プレゼンテーション

13 フィールドワーク

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ。また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション準備①

15 プレゼンテーション準備②

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・スピーチ、プレゼンテーションなどの成果にて。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 美育A 小森　絹枝 1単位18時間

社会人として接客のプロとしての立ち振る舞いと、第一印象で相手に好印象を与える身だしなみを身につけ
る。
外面だけでなく内面の美しさも育む。

【講義概要】
美しい立ち振る舞い（姿勢、たち方、座り方、お辞儀の仕方、歩き方）　お洒落と身だしなみの違い。　スーツ
の着こなし方、ヘアメイク。また心の美しさを育むことを意識。

授業計画及び学習内容

1 自己紹介

2 自己紹介

3 身だしなみについて

4 スーツの着こなし方

5 姿勢、お辞儀の仕方、座り方

6 姿勢、お辞儀の仕方、座り方

7 グループディスカッション

8 ヘアー

9 メイク

10 ヘアーメイクレッスン

11 ヘアーメイクレッスン

12 身だしなみテスト

13 身だしなみテスト

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。グループディスカッション、発表、意見
交換の場を積極的に設け、学生一人一人が主体的に参加する活発な授業構成をつくり人間力を養う。担当
教員は都内ホテルでウェディングプランナーとして勤務後、フリープランナーとしてスタイリストグループと起
業。その後ブライダル科専任担任となる。その他、産業カウンセラー、パーソナルカラーリスト、健康運動指
導士、モデルとしての経験から実務経験に基づいて様々な角度からのアドバイスを心掛けている。

14 グループディスカッション

15 グループディスカッション

16 歩き方

17 歩き方

18 テスト

講義全体を100点満点として採点。実技発表７０点、授業への参加意欲２０点、出欠席１0点から成績評価を
行なう。出席率８０％以上。提出物の期日が守られているか等も、評価基準とする。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 美育A 小森　絹枝 1単位18時間

社会人として接客のプロとしての立ち振る舞いと、第一印象で相手に好印象を与える身だしなみを身につけ
る。自身の良いところを知りセンスアップ。
外面だけでなく内面の美しさも育む。就職活動にむけての面接指導。

【講義概要】
美しい立ち振る舞い（姿勢、たち方、座り方、お辞儀の仕方、歩き方）　お洒落と身だしなみの違い。　スーツ
私服の着こなし方、ヘアメイク。自分に似あう色、体型チェック。また心の美しさを育むことを意識。就職活動
にむけ面接指導。

授業計画及び学習内容

1 身だしなみチェック

2 言葉遣い

3 グループディスカッション

4 グループディスカッション

5 面接について

6 グループ面接練習

7 グループ面接練習

8 個人面接練習

9 個人面接練習

10 発表

11 発表

12 パーソナルカラー

13 パーソナルカラー

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。グループディスカッション、発表、意見
交換の場を積極的に設け、学生一人一人が主体的に参加する活発な授業構成をつくり人間力を養う。担当
教員は都内ホテルでウェディングプランナーとして勤務後、フリープランナーとしてスタイリストグループと起
業。その後ブライダル科専任担任となる。その他、産業カウンセラー、パーソナルカラーリスト、健康運動指
導士、モデルとしての経験から実務経験に基づいて様々な角度からのアドバイスを心掛けている。

14 骨格診断

15 骨格診断

16 私服コーディネートレッスン

17 私服コーディネート発表

18 私服コーディネート発表

講義全体を100点満点として採点。実技発表７０点、授業への参加意欲２０点、出欠席１0点から成績評価を
行なう。出席率８０％以上。提出物の期日が守られているか等も、評価基準とする。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 話し方 東 1単位：18

コミュニケーション能力を高め、人前で自分の意見を堂々と意見を言えるようにする。

【講義概要】
この授業を通し、人前で話す力の土台を形成し、演習を通してスピーチのスキル向上を目指す。

授業計画及び学習内容

1 ガイダンス：講師自己紹介・授業の進め方

2 基礎レッスン、ボイストレーニング①-1

3 基礎レッスン、ボイストレーニング①-2

4 他己紹介

5 他己紹介

6 他己紹介

7 グループワーク　１

8 グループワーク　２

9 グループワーク　3

10 ボイストレーニング②-1

11 ボイストレーニング②-2

12 敬語

13 表現練習

実習形式を基本とする。自身も劇団に所属し、俳優として舞台を中心に活動する教員が担当する。

14 時事についてのスピーチ１

15 時事についてのスピーチ２

16 時事についてのスピーチ3

17 前期スピーチテスト

18 ボイストレーニング③

期末テスト、出席率、授業態度、他
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 話し方 東 1単位：18

コミュニケーション能力を高め、人前で自分の意見を堂々と意見を言えるようにする。

【講義概要】
この授業を通し、人前で話す力の土台を形成し、演習を通してスピーチのスキル向上を目指す。

授業計画及び学習内容

1 敬語

2 模擬面接

3 模擬面接

4 スピーチ1-1

5 スピーチ1-2

6 スピーチ1-3

7 ディベート1-1

8 ディベート1-2

9 ディベート1-3

10 朗読1-1

実習形式を基本とする。自身も劇団に所属し、俳優として舞台を中心に活動する教員が担当する。

11 朗読1-2

12 期末テスト

13 期末テスト

14

15

期末テスト、出席率、授業態度、他
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とす
る。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
２０１９年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 カラーコーディネートⅠ 田雜美恵子 １単位：１８

色彩の基礎やパーソナルカラー（似合う色）の理論を学ぶことで感覚や意識・・・センスアップを図る。ブライダ
ルのイメージにも楽しく関わり合っていく内容とする。

【講義概要】
前期は色の基本を理解し、色彩検定３級または２級合格を目指す。

授業計画及び学習内容

1 カラーコーディネートの基本性・１年間の内容・ブライダル科としての目的

2 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）①

3 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）②

4 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）③

5 色の基本/色彩調和（色調）配色の基本的な考え方

6 色の基本/色彩調和（トーン）配色の基本的な考え方

7 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色１

8 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色２

9 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色３

10 パーソナルカラー「人には似合う色のグループがあること」を理解

11 パーソナルカラー　色の見方・区別を知る／コラージュ製作

12 色の基本と復習・まとめ・テスト

13 テスト振り返り

現役カラーリストの講師による授業　色彩検定・パーソナルカラー検定取得を目指す

14 光と色　なぜ、色が見えるのか。　可視光／視覚／光の性質

15 光と色　混色について①

16 光と色　混色について②

17 ファッションと色彩　ファッションコーディネートにおける色彩／調和と構成

18 インテリアと色彩　インテリアのカラーこでぃネーション／調和と構成

講義全体を１００点満点としての採点　色彩検定合格者に４０点、授業への意欲、スクラップ製作２０点



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
２０１９年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 カラーコーディネートⅠ 田雜美恵子 １単位：１８

色彩の基礎やパーソナルカラー（似合う色）の理論を学ぶことで感覚や意識・・・センスアップを図る。ブライダ
ルのイメージにも楽しく関わり合っていく内容とする。

【講義概要】
前期は色の基本を理解し、色彩検定３級または２級合格を目指す。

授業計画及び学習内容

1 色知覚：色相・明度・彩度による見え方の違い

2 まとめ　前期までの内容と色知覚までのテストを実施

3 色彩検定対策１

4 色彩検定対策２

5 色彩検定対策３

6 色彩検定対策4

7 色彩検定対策5

8 色彩検定後の模範解答と解説

9 スクラップブック製作　１．ブライダルをイメージした配色

10 スクラップブック製作　２．イメージ配色をベースにドレスや空間をチェック

11 スクラップブック製作　３．選択したドレスや空間を配色

12 スクラップブック製作　４．４タイプのカラーパレットを作成

13 スクラップブックの仕上げ①

現役カラーリストの講師による授業　色彩検定・パーソナルカラー検定取得を目指す

14 スクラップブックの仕上げ②

15 スクラップブックの提出

16 期末試験

17 期末試験振り返りと返却

18 まとめ

講義全体を１００点満点としての採点　色彩検定合格者に４０点、授業への意欲、スクラップ製作２０点



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

P44-P47

5 Unit 3 Hotel P22-P24 Conversation (Booking)

岡野　秀子

ガイダンスUnit 1 Travel Information P6-P10 USA Travel Information①

サービス業界で実務に必要な用語、表現を習得し運用できるようにする。併せて、観光英検3級・2級取得
を目指す。

接客業を志す者にとって、より多くのお客様に対応できるよう、観光英語を学ぶことによって、英語力の向
上をも目指します。

１単位　18時間

1

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年：前期

P48-P50 Hong Kong

Unit 6 Busses and Trains

12

13

P51-P54 Railways  Eurostar

Unit 7 Mailing and Money Exchanges
P56-P63 At the bank
At the post office

試験返却 試験返却　解答・解説　復習

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 観光英検対策集中講座

P25-P28 TariffHotel System

2

3

4

6

P32-41

小テスト  

Unit 1 Travel Information P11-P14 USA Travel Information②

Unit 2 At the Airport
P15-P17 Check-in
After cearning entry formalities

小テスト 　

7

8

10

11

Unit 3 Hotel

Unit 4 Dining

Unit 6 Asking and Giving Directions

9 Unit 5 Asking and Giving Directions

14

Unit 12 Sightseeing in Japan P114-129 日本の観光地

Unit 12 Sightseeing in Japan 祝祭日、文化

Unit 10 Problems and Complaints P93-P102 様々な場面でのトラブル対処の表現

観光業界で使われる表現を学び、使ってみる（ペアワーク他）　元客室乗務員として活躍していた講師が、
観光業界で必須の英語を担当

18

定期試験(40%)、小テスト(20%)、提出課題・出席率・授業態度(40%)

15

16

まとめ

17 小テスト 　



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】
日本人に中国語を教える資格がある講師が担当

13 助詞「的」、形容詞述語文　連体修飾の「的」とその省略、形容詞述語文の基本文型

14 省略疑問文　「呢」を用いる省略疑問文の作り方、主述述語文の基本文型

16

出席率80％以上、授業への取り組み、期末テスト（筆記試験）で評価する

よく使う副詞　よく使う副詞「也」、「都」、程度副詞「非常」「很」など

15 小テスト

17 復習　発音と挨拶と基本文型の復習

18 期末テスト　期末テストとフィードバック

10 「是」の文（二）　「是」の文の疑問文

12 動詞文と語気助詞「吧」　動詞文の基本文型S+V+O、勧誘・命令・推量を表す「吧」

11 小テスト

6 小テスト

8 復習　発音と挨拶の復習

9 「是」の文（一）　「是」の文の肯定文

2 発音と挨拶（一）ピンインについての紹介、声調、単母音

4 発音と挨拶（三）子音（１）

5 発音と挨拶（四）子音（２）

【講義概要】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション：中国語についての紹介

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

2019年 １年：前期

7 発音と挨拶（五）鼻母音

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

3 発音と挨拶（二）複母音

一人ひとりの発音に注意しながら展開

一般教養科目 中国語I 赫 １単位：18

中国語をピンインで発音できる。簡単な挨拶や日常会話ができる



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

期末テスト

17 期末テスト答え合わせ

18 まとめ

出席率80％以上、授業への取り組み、期末テスト（筆記試験）で評価する

9 Ｌｅｓｓｅｎ４　本文

日本人に中国語を教える資格がある講師が担当

13 Ｌｅｓｓｅｎ５　文法

15 Ｌｅｓｓｅｎ５　本文

16

Ｌｅｓｓｅｎ５　単語

10 小テスト

7 Ｌｅｓｓｅｎ４　単語

8 Ｌｅｓｓｅｎ４　文法

4 Ｌｅｓｓｅｎ３　本文

5 Ｌｅｓｓｅｎ３　トレーニング

2 Ｌｅｓｓｅｎ３　単語

3 Ｌｅｓｓｅｎ３　文法

中国語をピンインで発音できる。簡単な挨拶や日常会話ができる

【講義概要】
一人ひとりの発音を注意しながら展開

授業計画及び学習内容

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年 １年：後期

6 小テスト

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 中国語I 赫 １単位：18

1 テスト答え合わせ

14 小テスト

11 Ｌｅｓｓｅｎ４　トレーニング

12



【授業の到達目標及びテーマ】

【成績評価方法】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ドレススタイリング 後藤純子 １単位：１８

2 最新ブライダル業界情報

一人で新郎新婦の衣装選びとスタイリング提案と着せ替えが出来るようになる。　　ご両親の衣装提案も
ご両親の衣装の提案もできるように指導

【講義概要】
オリジナルで作成したスタイリング概論スライドを中心にして、実際のドレスやタキシードや小物を使い指導

授業計画及び学習内容

1 ブライダルの仕事　プランナーとドレススタイリスト　

3 新郎新婦の婚礼衣装の種類　①

4 新郎新婦の婚礼衣装の種類　②　＋両親の衣装の種類

5 アクセサリーの種類　アクセサリーの選び方　

6 ドレスのシルエットその由来と考察　

7 ドレスの生地について考察

8 ウェディングドレスに対するアクセサリーのスタイリング方法（オリジナルメソッド）

9 ウェディングブーケスタイルと花の種類　最新トレンド考察

10 顔型別ヘッドドレスのスタイリング　ティアラのつけ方実習

11 顔型別ヘッドドレスのスタイリング　ベールのつけ方実習

12 ドレスサロン用ヘアスタイリング実習　①

13 ドレスサロン用ヘアスタイリング実習　②

14 ウェディングドレスとタキシードの着付け方　①

18 ドレススタイリング実習

ドレススタイリングをテーマに合っているか、モデルの顔型に合ったヘアスタイリングされているか、コー
ディネイトが一定の法則に沿っているかを評価

服飾専門学校卒業後、一般企業で総務・経理を経験後、ブライダル業界へ転職。婚礼衣装全般を主力ス
キルにしながら、写真事業と国内挙式の新規事業の商品開発と運営も経験。「衣装から始まるブライダル
プランニング」をテーマに授業を展開しております。江戸時代からの婚礼の歴史を踏まえ、その時々の流
行を捉えながらの婚礼スタイルを背景にしながら、経験から作り上げたスタイリング概論を展開しておりま
す。

15 ウェディングドレスとタキシードの着付け方　②

16 ドレススタイリング実習　

17 ドレススタイリング実習



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・後期

１単位１８時間

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎 ネイル基礎 寺西さくら

ネイル基礎　爪のしくみ

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。
ネイル業界の関わり、ネイル全般の基礎を学ぶ。

ネイル事情、ネイル全般の基礎知識目指す。

ネイル基礎　爪のしくみ

ネイル基礎　甘皮処理

ネイル基礎　甘皮処理

7

8

2

3

4

5

6

9

10

11

作品発表

ブライダル業界でのネイル事情

ブライダル業界でのネイル事情

ポリッシュネイル基礎①

ポリッシュネイル基礎③

ポリッシュネイル基礎④

ポリッシュネイル基礎②

12

14 作品制作

15 作品制作

16

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、15年以上もブライダル業界でネイリストとし活躍しており、自身でもサロンを経営。実務経験に
基づき現在のウェディング事情も含めた授業を展開する。

18

作品制作

作品発表

作品発表

振り返り

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。

13

17

作品制作



【授業の到達目標及びテーマ】
日本フォーマルウェア協会が主催する、『フォーマルスペシャリスト準二級』に合格すること

日本フォーマルウェア協会が発行するフォーマルウェアルールブックを主な教科書とする

昨今の私服面接に対応すべく、スマートカジュアルの装い方を教える

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

18 答え合わせと考察

11 婚礼衣装ルール①

フォーマルスペシャルスト検定１級（急ゴールドライセンス）保有。１２年間のブライダル業界在籍で培った
フォーマルスタイリングのスキルを落とし込みながらの授業を展開。

14 喪の装いルール②

15 フォーマルな場　日本と世界の違い　①

16

フォーマルスタイリスト準２級合格

12 婚礼衣装ルール②

13 喪の装いルール①

フォーマルな場　日本と世界の違い　②

17 教科書に掲載されている問題を試験

8 略礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント

9 スマートカジュアル男性と女性装いの法則と選ぶポイント①

10 スマートカジュアル男性と女性装いの法則と選ぶポイント②

5 正礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント　①

6 正礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント　②

7 準礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント

授業計画及び学習内容

3 フォーマルウェアとは？スマートカジュアル概要①

4 フォーマルウェアとは？スマートカジュアル概要②

2 フォーマルウェアとは？②準礼装　略礼装　

1 フォーマルウェアとは？①正礼装　

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 フォーマルウェア 後藤純子 １単位：18

世界基準のルールを理解した上で日本の婚礼シーンにおいてはこのように着こなすなどローカルルールも身につける　

【講義概要】

日本の皇族　世界の王族貴族のフォーマル最新情報も伝える

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
２０１９年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：前期

1単位・１８

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎科目 簿記会計 吉冨　泰利

年間スケジュールと目的と意義

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

2

3

4

5

6

簿記の基本原理　企業の在り方の基礎解説

取引とは何か

勘定項目と性格にはどのようなものがあるか①

14

12

勘定項目と性格にはどのようなものがあるか②

帳簿の種類と必要性①

現金と預かり金勘定

売買目的有価証券

その他の債務と債権

売掛金と買掛金について

7 帳簿の種類と必要性②

8

9

10

11

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

18

まとめ

まとめ②

テスト返却　説明

後期に向けて

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）

15

17

基本取引・三分法とその他の取引　商品の期末残高の評価

13 中間試験

16 期末テスト



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

14 解説

15 まとめ①

16 まとめ②

17 期末テスト

18

11 解説

12 場合によって2級対策開始

13 模擬試験

8 試験対策④

9 試験対策⑤

10 模擬検定試験

5 試験対策①

6 試験対策②

7 試験対策③

2 試算表作成

3 損益勘定の振替と帳簿の締め切り

4 勘定式、財務諸表の作成

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 固定資産について（有形固定資産の取得と原価償却）

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：前期

1単位・１８

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎科目 ホスピタリティサービスＡ 新井凡子

ガイダンス　サービスとホスピタリティの違い

人間関係を大切にし、社会人としてふさわしい人材を育てる　自分自身を見つめなおし、コミュニケーション
能力を向上させる

座学及びディスカッションにて

2

3

4

5

6

アンケート実施（最終授業にてフィードバックあり）

自己分析

人間関係に大切な5つの基本　5原則の導入

14

12

人間関係に大切な5つの基本　①挨拶　返事

人間関係に大切な5つの基本　②身だしなみ

人間関係に大切な5つの基本　④態度　立ち居振る舞い

接客に相応しい言葉掛け　①

接客に相応しい言葉掛け　②

人間関係に大切な5つの基本　⑤ことば遣い

7 人間関係に大切な5つの基本　③笑顔　表情

8

9

10

11

客室乗務員として国際線と国内線を経験　現場で経験した接客において最も大切である「おもてなし」を伝え
ている

18

接客に相応しい言葉掛け　③

5原則復習

テスト返却　説明

後期に向けて　クッションことばとは？

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて

15

17

心に残るサービス

13 心に残るサービス

16 期末テスト



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて

客室乗務員として国際線と国内線を経験　現場で経験した接客において最も大切である「おもてなし」を伝え
ている

14 まとめ①

15 まとめ②

16 まとめ③

17 期末テスト

18

11 顧客満足②

12 ディスカッション

13 社会人としての心得

8 感動を与えるサービス　そのポイント

9 顧客心理

10 顧客満足①

5 マナーチェック

6 サービスにおける６Ｓ

7 好感のもてる話し方・聴き方

2 敬語②　ワークシートにて

3 敬語③　ワークシートにて

4 敬語小テスト

人間関係を大切にし、社会人としてふさわしい人材を育てる　自分自身を見つめなおし、コミュニケーション
能力を向上させる

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 敬語①　ワークシートにて

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ホスピタリティサービスＡ 新井凡子 1単位・１８

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

答案返却

定期試験70％　レポート30％

元業界の方が担当

13 ショップコンセプト

14 ショップコンセプト

15 ショップコンセプト

17 定期試験

18

5 情報収集　分析

6 情報収集　分析

7 情報収集　分析

2 バイヤーの役割

3 バイヤーの役割

4 情報収集　分析

アパレル分野における、マーチャンダイジングの定義を学び、商品の流れを把握します。

【講義概要】
店舗での重要性を認識する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　前期

専門基礎科目 マーチャンダイジング 未定 2単位　36時間

講義区分 科目名 担当教員 単位・時間数

12

16

復習

復習

復習

9 顧客ターゲット

10 顧客ターゲット

11 顧客ターゲット

8



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

ヘアー応用②

ファッションビジネス科
ファッションビジネスコース

2019年度 1年・前期

ヘアー基礎②

12 ヘアー応用①

7

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員

久保田恵理・古田恵美

メイク基礎　スキンケアー①

メイク基礎　スキンケアー②

道具について

メイク基礎①

単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程

2

3

4

5

6

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。ヘ
アマメイク事情。自身も相手のヘアメイクアレンジが出来るようになる。

ヘアメイク全般の基礎知識の取得を目指す。自身の身だしなみの強化。

1単位18単位

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎 メイク＆ヘアー

8

9

10

14

11

13

メイク基礎②

メイク応用①

メイク応用②

作品発表

ヘアー基礎①

作品発表

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、15年以上もブライダル業界でヘアメイクアーティストとし活躍しており、実務経験に基づき現在
のウェディング事情も含めた授業を展開する。

18

ブライダルヘアメイクについて

ブライダルヘアメイクレッスン

作品発表

作品発表

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。

16

17

ブライダルヘアメイクレッスン15



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

ファッションビジネス科
ファッションビジネスコース

2019年度

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程 １年・前期

授業計画及び学習内容

一般教養科目 ヨガ アーロン、セリーナ

腹式呼吸・瞑想

週１の授業で心も体もリフレッシュする

体育館での実技

１単位・１８時間

1

【講義概要】

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

8

9

2

3

4

5

6

7

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

12

10

11

ネイティブの教員による授業

18

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

出席率80％

13

14

英語でヨガ、沖縄古武道術

15 英語でヨガ、沖縄古武道術

16 英語でヨガ、沖縄古武道術

17 英語でヨガ、沖縄古武道術



【授業の到達目標及びテーマ】

回
1+23:23:58

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

13

12

学内での注意事項

学内でのルール

ワークショップ①

ワークショップ②

14

15

16

担任が担当し、他学科ともコラボしながらワークショップも行う

18

ワークショップ③

まとめ

出席率90％以上とする

17

実習形式の授業の受け方

インターンシップについて

レポート提出について

レポートの書き方

7

8

10

11 一般的なドレスアップについて

オフィスカジュアルとは

提出物について

日直制度について

9

2

3

4

5

6

テクノスでの学生生活を円滑に進めるための心得を学ぶ

日直制度について、ドレスアップとは、レポートの書き方また、ワークショップ等を行う

1単位18時間

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 学習法Ⅰ 増田　浩美

自己紹介

1年・集中

自己紹介

自己紹介

講義形式の授業の受け方

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】
元客室乗務員である講師が、観光業界での重要性を理解させながら授業を展開する

18

Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

期末テスト

テスト返却　過去問

まとめ

期末テスト５０　小テスト５０　提出物　授業態度

16

17

過去問　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　14

15 過去問　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　

小テスト

Ｓｈｏｐｐｉｎｇ　道案内　決まり文句を覚える　単語⑪　

Ｔｒａｕｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　チケット買い方　

小テスト

Ｈｏｔｅｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

Ｐｒｏｂｌｅｍ＆Ｃｏｍｐｌａｉｕｔｓ　荷物紛失　部屋のトラブル

Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ　パンフレットの見かた　申し込み　単語⑨⑩

Ａｉｒｐｏｒｔ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

2

3

4

5

7

6

8

9

10

12

13

11

観光英検2級又は3級取得

実際の観光業界において必要なことを理解し、その場面で使えるようにする

1単位・１８

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎科目 観光英語 松井

オリエンテーション　Ａｉｒｐｏｒｔ　観光英検の内容説明　単語①②

1年・前期

Ａｉｒｐｏｒｔ　Ｃｈｅｃｋ－Ｉｎ　ＣＩＱ　単語③④

Ｈｏｔｅｌ　Ｃｈｅｃｋ－Ｉｎ/Ｏｕｔ　単語⑤⑥　

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　オーダー席案内　単語⑦⑧

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

9 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　道案内

13 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｈｏｔｅｌ　Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ

14 過去問題

10 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｇｅｔｔｉｎｇ　ｔｏ　ａ　Ｈｏｔｅｌ

11 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　公共交通

12 小テスト

元客室乗務員である講師が、観光業界での重要性を理解させながら授業を展開する

14 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｈｏｔｅｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ

15 過去問題

16 学年末テスト

17 テスト返却　振り返り

18

期末テスト５０　小テスト５０　提出物　授業態度

まとめ

6 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ

7 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　機内Ｄｒｉｎｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ

8 小テスト

2 過去問　第３５

3 過去問　第３７

5 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　部屋への案内

4 小テスト

観光英検2級又は3級取得

【講義概要】
実際の観光業界において必要なことを理解し、その場面で使えるようにする

授業計画及び学習内容

1 過去問　第３３

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 観光英語 松井 1単位・１８

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回
　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

12 流通戦略

元業界で活躍していた教員が担当

14 マネジメント知識

15 マネジメント知識

16 マネジメント知識

17 定期試験

18 答案返却

定期試験70％　平常点30％

2 マーケティング戦略

3 マーケティング戦略

4 マーケティング戦略

アパレル企業、リテール企業で働くためのファッションビジネスの基礎的な知識・技術を生かせるよう、3級合
格を目指します。

【講義概要】
過去問題にも触れながら展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

講義区分 科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 検定対策集中講座Ｂ 未定 2単位　36時間

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

5

9

13

復習

復習

復習

6 マーチャンダイジング戦略

7 マーチャンダイジング戦略

8 マーチャンダイジング戦略

10 流通戦略

11 流通戦略



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

12

15 グループディスカッション　②

16 グループディスカッション　③

就職試験対策⑤　　小論文

就職模擬試験

就職試験対策⑥　　ＳＰＩ

17

基礎学力の向上及びグループディスカッションなど多数行う。　キャリアセンター教員指導により、各担任が
責任を持って行う。

18

就職試験対策⑧　　ＳＰＩ

就職試験対策⑩　　ＳＰＩ

グループディスカッション　①

個人面接

出席率80％以上、小テスト各回60点以上取れるまで再テストあり

13

14

就職試験対策⑨　　ＳＰＩ

11

集団面接

就職試験対策⑦　　ＳＰＩ

解説

就職活動について　再確認

7

8

9

10

2

3

4

5

就職試験対策①　　ＳＰＩ

就職試験対策②　　ＳＰＩ

就職試験対策③ 　 ＳＰＩ

6

就職試験対策④　　小論文

就職活動をする際に必要なスキルを身につける

各々の実力アップ

1単位・18

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養課程 就職準備講座　Ⅰ 増田

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 １年・前期



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

ファッションビジネス科
ファッションビジネスコース

2019年度

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程 １年・前期

授業計画及び学習内容

一般教養課程 就職準備講座　Ⅱ 増田

就職活動について　再確認

就職活動をする際に必要なスキルを身につける

個人のスキルアップ

1単位・18

1

【講義概要】

就職試験対策①　　ＳＰＩ

就職試験対策②　　ＳＰＩ

就職試験対策③ 　 ＳＰＩ

8

9

2

3

4

5

6

7

就職試験対策④　　小論文

就職試験対策⑤　　小論文

就職模擬試験

就職試験対策⑥　　ＳＰＩ

就職試験対策⑦　　ＳＰＩ

解説

12

10

11

基礎学力の向上及びグループディスカッションなど多数行う。　キャリアセンター教員指導により、各担任が
責任を持って行う。

18

就職試験対策⑧　　ＳＰＩ

就職試験対策⑩　　ＳＰＩ

グループディスカッション　①

個人面接

出席率80％以上、小テスト各回60点以上取れるまで再テストあり

13

14

就職試験対策⑨　　ＳＰＩ

15 グループディスカッション　②

16 グループディスカッション　③

17 集団面接



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　自己紹介　疑問詞

　自己紹介　疑問詞

　小テスト

　夏休み前復習

　自己紹介　疑問詞

手話通訳士の講師が担当

18

　夏休み前復習

　前期末試験

　前期末試験

　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味

16

17

　前期総復習15

10

11

12

13

14

2

4

5

6

9

7

2019年度

聴覚障がいと障がいに起因する生活上のバリアについて理解する
指文字、単語、文型を学び、自己紹介の表現及び簡単な日常会話を習得する

ペアワークも含め、実際に表現したり読み取ったりする

1単位：18

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 接遇手話Ⅰ 平野

　ガイダンス・導入

1年　前期

　伝える工夫

　手話の基本

　手話の基本

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程

　伝える工夫

開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

　手話の基本

8 　小テスト

　手話の基本

3



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅰ 平野 １単位：18

聴覚障がいと障がいに起因する生活上のバリアについて理解する
指文字、単語、文型を学び、自己紹介の表現及び簡単な日常会話を習得する

【講義概要】
ペアワークも含め、実際に表現したり読み取ったりする

授業計画及び学習内容

1 　疑問詞

2 　疑問詞のまとめ

4 　時制/都道府県名

5 　時制/都道府県名

3 　小テスト

6 　時制/都道府県名

8 　理論/接遇手話

9 　理論/接遇手話

7 　小テスト

10 　理論/接遇手話

11  ゲスト講師を招いて

12  フリートーク/知識学習

手話通訳士の講師が担当

13  検定試験に向けて/手話ソング

15 　1年間の総復習

16 　学年末試験

17 　学年末試験

18 　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味

14  検定試験に向けて/手話ソング



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年・後期

5

6

7

1単位・１８

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 プレゼンテーション 古閑　三惠

ガイダンス：講師自己紹介・授業の進め方

仕事をする上では「話す」ということは欠かせない。そのため学生時よりコミュニケーション能力を高め、人前で自分の
意見を堂々と言えるようにする。

実際に的確な音量で声を出してみる　また、相手に自身の話した内容がきちんと伝わっているかも重要であるため「伝
わるように話す」ということを意識させる。

基礎レッスン、ボイストレーニング①-1

基礎レッスン、ボイストレーニング①-2

他己紹介

2

3

4

8

9

15

14 時事についてのスピーチ１

12

13

10

11 ボイストレーニング②-2

他己紹介

他己紹介

グループワーク　１

グループワーク　3

敬語

グループワーク　２

ボイストレーニング②-1

実習形式を基本とし、スピーチ内容を理解させるためにも課題提出も重要とする。劇団に所属し、俳優として舞台を中
心に活動する教員が担当する。

18

表現練習

時事についてのスピーチ3

前期スピーチテスト

ボイストレーニング③

実技試験、参加意欲、課題提出を全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

16

17

時事についてのスピーチ２



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

14 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

実習形式を基本とし、スピーチ内容を理解させるためにも課題提出も重要とする。劇団に所属し、俳優として舞台を中
心に活動する教員が担当する。

11 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

15 冬休みのスピーチ

16 期末テスト

17

13 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

期末テスト

18 まとめ

実技試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

12 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

8 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

9 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

10 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

5 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

6 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

7 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

2 スピーチ　弱点を克服し、強みを生かす工夫

3 スピーチ　弱点を克服し、強みを生かす工夫

4 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

仕事をする上では「話す」ということは欠かせない。そのため学生時よりコミュニケーション能力を高め、人前で自分の
意見を堂々と言えるようにする。

【講義概要】
実際に的確な音量で声を出してみる　また、相手に自身の話した内容がきちんと伝わっているかも重要であるため「伝
わるように話す」ということを意識させる。

授業計画及び学習内容

1 説明と説得②　ロールプレイ

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 プレゼンテーション 古閑　三惠 1単位・１８

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工

実技試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。

実習形式を基本とし、スピーチ内容を理解させるためにも課題提出も重要とする。劇団に所属し、俳優として舞台を中
心に活動する教員が担当する。

14 Access基本操作：テーブルによるデータの格納

15 Access基本操作：復習①

16 前期期末：タイピング測定（10分間）Access課題　　→データ提出

17 Access基本操作：試験返却・Access課題

18

11 Power Point基礎：発表用資料作成②

12 Power Point基礎：発表用資料作成③

13 Access基本操作：Accessの概要、基本操作

8 Power Point基礎：スライドの作成　スライドショー①

9 Power Point基礎：スライドの作成　スライドショー②

10 Power Point基礎：発表用資料作成①

5 Power Point基礎：スライドの作成　SmartArt①

6 Power Point基礎：スライドの作成　SmartArt②

7 Power Point基礎：スライドの作成　発表用原稿、配布資料について①

2 Power Point基礎：スライドの作成　表①

3 Power Point基礎：スライドの作成　図

4 Power Point基礎：スライドの作成　グラフ①

Power Point基礎及びAccess基礎の習得

【講義概要】
資格対策を行う場合あり

授業計画及び学習内容

1 Power Point基礎：スライドの作成　箇条書き

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 コンピュータ実習Ⅱ 千葉 輝子 2単位・７２時間

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

専門応用科目 コンピュータ実習Ⅱ 千葉 輝子

Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工　１

Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工　２

Access基本操作：フォームによるデータの入力 １

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

12 総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　１

Access基本操作：フォームによるデータの入力 ２

2

3

4

Power Point基礎及びAccess基礎の習得

資格対策を行う場合あり

2単位・72

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

16 期末試験：Word・Excel 総合課題

15 総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　3

14

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

２年：後期

期末試験：Word・Excel・PowerPoint総合課題

Access基本操作：クエリによるデータの抽出と集計　２

Access基本操作：レポートによるデータの印刷　１

Access基本操作：クエリによるデータの抽出と集計　１5

6

7

18 試験返却：試験返却・解説

企業でも教える講師が担当

Access基本操作：レポートによるデータの印刷　２

Access基本操作：便利な機能

小テスト：タイピング測定（10分間）・Access課題　→データ提出

検定取得　出席率80％以上　提出課題の出来具合など

9

10

11 Access基本操作：小テストデータ返却・解説

13

8

17 前期期末：タイピング測定（10分間）Access課題　　→データ提出

総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　２



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

2年：前期

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

1単位・18

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 一般常識ⅡＡ（社会人） 増田　浩美

１年生の振り返り　エアトラに入学して身についたことを具体的に話し合う

社会人として働くうえで必要な個人スキルの向上。どうやったら身に付くか？学生時代に何をしておけばい
いのか？
常に考え実行していくようにする

自身の意見を持ち、仲間と共有することを学ぶ

学生と社会人の違い　この１週間の振り返り・エアトラは社会人０年生といわれるのはなぜ？

社会人基礎力とは　　あなたの社会人基礎力はどの程度か

主体性・働きかけ力　マニュアル族といわれる今、あなたはどうする？一人でできることは少ない？

7

8

2

3

4

5

6

計画力・実行力　　計画倒れになってない？やってみなければ始まらない

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力　ストレスがない人はいない・・・考え方の違い

発信力・傾聴力　　あなたは、ありますか？　　　

柔軟性・情況把握力　　おかれている立場を考える

9

10

11

貴方の考える大人　一人ひとりの発表

コンセンサスとは？　　集団で合意を得るためにはどうしたらよいか

コンセンサスゲーム　実際に話し合いで合意を得るゲームを実施

12

14 組織で求められるもの②　まだ足りないものは？

16 貴方の考える大人　一人ひとりの発表

社会人として働くうえで、大切な力を身につけるヒントを得て欲しい。　組織の中で働いていくうえで必要な考
え方を一社会人が問う授業。

18

課題発見力　　あなたの課題はなんですか？目を背けていませんか？

組織で求められるもの①　まだ足りないものは？

貴方の考える大人　一人ひとりの発表

まとめ　　自信がつきましたか？

出席率・参加度・レポートにて

13

15

創造力　　常に先を見据えて行動することが大切

17



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

13

12

テキスト第９章

テキスト第１０章

模擬試験

解説

14

15

16

マナープロトコース協会の専任講師が担当する

18

本試験

まとめ

マナープロトコール検定準２級を取得を目指す。不合格者は授業中の模擬試験70％取得を目指す。

17

テキスト第２章

テキスト第３章

テキスト第４章

テキスト第５章

7

8

11 テキスト第７章

テキスト第８章

模擬試験

解説

9

10

2

3

4

5

6

マナープロトコール検定準２級を取得する

検定に向けて、模擬試験を数多く行う

1単位18時間

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 一般常識ⅠB 協会専任講師

マナープロトコール検定　模擬試験

2年・後期

解説

テキスト第６章（お酒のマナー）

テキスト第１章

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

Units 3/4 Lesson B

Units 3/4 Lesson C

9

10

Test 3/411

授業科目名

4

１単位・36英会話Ⅱ 外国員講師

会話テスト: 3回ｘ25点
授業参加: 25点

12

15

16

Individual course feedback18

Units 5/6 Lesson A

Test 3/4

13

Units 5/6 Lesson B

Units 5/6 Lesson C

Test 5/6

Test 5/617

14

5

開講課程

2年・前期

【講義概要】

単位・時間数

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

一般教養科目

英語のリスニングやスピーキング、コミュニケーション力を高める

担当教員

開講学科・コース 履修対象開講年度

2019年度

講義区分

Units 3/4 Lesson A

Units 1/2 Lesson B

8

Orientation 1/2

In-class listening and speaking practice with native teachers and partners Regular tests after each textbook unit

Test 1/27

Orientation 3/42

3

6

授業計画及び学習内容

Units 1/2 Lesson A

Units 1/2 Lesson C

Test 1/2

1



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

講義区分 授業科目名

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

開講課程 開講学科・コース

15 Units 11/12 Lesson C

6

履修対象開講年度

2019年度 2年・後期

担当教員 単位・時間数

11

9

3

Test 7/8

Special Halloween lesson

Test 7/8

Individual course feedback

会話テスト: 3回ｘ25点
授業参加: 25点

16

17

18

Test 11/12

Test 11/12

13

12

2

Units 11/12 Lesson B

Units 11/12 Lesson A

Special Christmas/New Year's lesson

Units 9/10 Lesson C

Test 9/10

Test 9/1010

Units 9/10 Lesson B

7

8

5

Units 9/10 Lesson A

14

１単位・36外国員講師

1

4

英会話Ⅱ

【講義概要】

Units 7/8 Lesson A

英語のリスニングやスピーキング、コミュニケーション力を高める

一般教養科目

授業計画及び学習内容

In-class listening and speaking practice with native teachers and partners Regular tests after each textbook unit

Units 7/8 Lesson C

Units 7/8 Lesson B



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

憲法改訂①

18 憲法改訂②

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）

講師は政治学が専門で大学でも教鞭をとる

17

14 地震の話

15 前期末試験

16 返却と解説

11 IR法案とカジノ

12 オウム真理教と死刑

13 異常気象と台風

8 民泊新法

9 1～８振り返りと小テスト

10 宗教と食事

5 覚醒剤と麻薬

6 裁判員と裁判員制度

7 働き方改革について

2 麻疹と感染症について

3 ハラスメントについて

4 アメリカ大使館問題

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 男女格差について

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅱ 木花 １単位：18

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

バレンタインの知識

18 １年間のニュースについて

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）

講師は政治学が専門で大学でも教鞭をとる

17

14 インフルエンザの話

15 期末試験

16 返却と解説

11 株式の話

12 振り返り小テスト・解説

13 宝くじの話

8 日本の領土問題

9 大阪万博２０２５　①

10 大阪万博２０２５　②

5 ハロウィン

6 アメリカの銃社会

7 原発の話

2 ノーベル賞

3 貿易戦争

4 消費税

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
日々のニュースに敏感になり、皆で共有する

授業計画及び学習内容

1 世界首脳会議

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅱ 木花 １単位：18

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

7 お互いに観察し、振り返りを共有

13 報告プレゼンテーション準備

ＩＷでゲストをもてなすためにできること

8

9

10

11

12

学修機会（ＩＷ）の再確認

フィールドワークとは？その目的、目標は何？

事前プレゼンテーション

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

18

実際に探求、体験、その成果検証

プレゼンテーション

振り返りスピーチ

まとめ　

出席率80％以上・プレゼンテーションなどの成果にて

15

17

16 振り返りスピーチ

プレゼンテーション14

増田　浩美

1，2年生の自己紹介及び担任・副担任の役割を認識してもらう

2

3

4

1単位・１８一般教養科目 職業適性講座Ⅱ

5 目標を達成するための計画をつくる

計画を実行するためのは？メンター・メンティ制度導入

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

6

2年：前期

職業を得るとはどういうことか考える

テクノスノートを使用し、1年間の過ごし方を考える

今年度の目標設定をする

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度



【授業の到達目標及びテーマ】

回
　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座Ⅱ 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 学修機会を使い切ろう　後期の目標

2 テクノスノートを使用し、明確にする

3 目標達成するための工夫をディスカッションする

4 成長した部分の確認

5 職業適性講座Ⅱ　+23:58

6 マナープロトコール検定に向けて

7 マナープロトコール検定　模擬試験①

8 マナープロトコール検定　模擬試験②

9 マナープロトコール勉強会

10 マナープロトコール勉強会

11 フィールドワーク②内容を決める

12 事前プレゼンテーション

13 フィールドワーク

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション準備①

15 プレゼンテーション準備②

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・スピーチ、プレゼンテーションなどの成果にて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

定期テスト80％　平常点20％

元業界の教員が担当

17

16 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

定期テスト

18 答案返却

13 データベースについて

14 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

15 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

10 ネットワークサービスの仕組み

11 データベースについて

12 データベースについて

3 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

8 ネットワークサービスの仕組み

9 ネットワークサービスの仕組み

２単位　３６時間

【講義概要】
いかにユーザーに見てもらうページを作るか？様々な業界の研究もしていく

2 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

Ｗｅｂ・SNSの知識・スキルを応用して、実際に自分たちのホームページを立ち上げます。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

6 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

7 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

5 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

4 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

専門基礎科目 Ｗｅｂ・SNSの基礎Ⅰ 未定

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年　前期

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】
元業界の教員が担当

14 広告業務の流れ

15 広告業務の流れ

16 広告業務の流れ

17 定期テスト

18

定期テスト80％　平常点20％

12 広告戦略

13 広告戦略

答案返却

4 広告の定義

11 広告戦略

10 広告戦略

グループワークも取り入れながら展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

3 広告の定義

2 広告の定義

担当教員 単位・時間数

9 マーケティングにおける広告の機能と役割

商品をヒットさせるための効果的なテクニックを身に着け、商品を魅力的に伝えるテクニックを実践的に学び
ます。

5 広告の定義

6 マーケティングにおける広告の機能と役割

7 マーケティングにおける広告の機能と役割

8 マーケティングにおける広告の機能と役割

【講義概要】

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年　前期

一般教養科目 広告概論 未定 ２単位　３６時間

講義区分 授業科目名



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

定期テスト80％　平常点20％

元業界の教員が担当

17

16 総括

定期テスト

18 答案返却

13 アパレル製品について研究する（シャツ）

14 アパレル製品について研究する（ブラウス）

15 アパレル製品について研究する（ブラウス）

10 アパレル生産について

11 アパレル生産について

12 アパレル製品について研究する（シャツ）

4 被服設計の基本となる人体の構造

7 運動による体形の変化

9 アパレル生産について

２単位　３６時間

【講義概要】
パーソナルカラーも重要であることを踏まえながら展開する

2 被服設計の基本となる人体の構造

流行を取り入れながら、おしゃれを楽しむスタイリングを学び、トータルにコーディネートする力をつけます。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

6 運動による体形の変化

8 アパレル生産について

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

5 運動による体形の変化

3 被服設計の基本となる人体の構造

専門基礎科目 スタイリングⅠ 未定

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年　前期

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

小テスト

第1課　単語

7 第2課　単語

11 第3課　単語

9

10

第2課　単語

第2課　文法

第2課　本文

5

6

8

開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年

１年の学習内容を復習しつつ、発音を安定させ、中国語の語順へ理解度を高めることを目指す。

第1課　本文

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程

授業計画及び学習内容

一般教養科目 中国語Ⅱ 劉　時珍

ガイダンス

２年：前期

【講義概要】

開講学科・コース

ペアワーク等も取り入れ、一人ひとりの発音にも注意をしながら進めて行く。

１単位：18

1

2

4

3

第1課　単語

第1課　文法

12

13

14

第3課　文法

第3課　本文

日本人に中国語を教える資格を持つ講師が担当。

18

第4課　単語

第4課　本文

定期テスト

テスト答え合わせ

小テスト３０％、授業態度２０％、定期テスト５０％

16

17

第4課　文法15



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

12

第６課　練習問題

第７課　単語

第７課　文法

10 第６課　練習問題

11

日本人に中国語を教える資格を持つ講師が担当。

13

14

15

第７課　本文

第７課　練習問題

総合復習

定期テスト

テスト答え合わせ

17

18

小テスト３０％、授業態度２０％、定期テスト５０％

16 総合復習

8

第６課　単語

第６課　文法

第６課　本文

9

7

3 第５課　文法

6

2

4

5

第５課　文法

第５課　本文

第５課　練習問題

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

1 第５課　単語

ペアワーク等も取り入れ、一人ひとりの発音にも注意をしながら進めて行く。

一般教養科目 中国語Ⅱ 劉　時珍 １単位：18

１年の学習内容を復習しつつ、発音を安定させ、中国語の語順へ理解度を高めることを目指す。

授業計画及び学習内容

【講義概要】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年 ２年：後期

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

答案返却

定期テスト70％　平常点30％

12 ストアオペレーション

元業界の教員が担当

14 マーケティング

15 マーケティング

16 マーケティング

17 定期テスト

18

2 小売業の類型

3 小売業の類型

4 小売業の類型

販売に必要な商品知識や販売技術、仕入や在庫管理、マーケティングなどを学びます。

【講義概要】
模擬問題を解くなど、問題になれることも必要

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 販売士検定対策Ⅰ 未定 02単位　３６時間

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

5 小売業の類型

9 マーチャンダイジング

13 ストアオペレーション

6 マーチャンダイジング

7 マーチャンダイジング

8 マーチャンダイジング

10 ストアオペレーション

11 ストアオペレーション



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

名刺の扱い　　訪問時のマナーを習得すると共に名刺交換を学ぶ

元客室乗務員にビジネス業界で必要なスキルを得る

ビジネス文書③　社外文書の構成、時候の挨拶・手紙の書き方

前期の復習　　前期末試験を前に学んだことを復習する

出席率・授業態度・授業中は勿論、学校生活全般における身だしなみと感じの良さを考慮し、定期テスト・小
テスト・レポート・提出物などと総合的に判断する。

18

手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本16

17 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

12

13

14

ビジネス文書②　報告書・社外文書の書き方

テストの返却　　解説及び復習

ビジネス文書①　ビジネス文書とは何か・社内文書の書き方

授業計画及び学習内容

電話応対②　　前回の復習及び取り継ぎの練習

敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

2

4

5

3

敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

オリエンテーション　授業の目的、評価の仕方を説明し、１年次に学んだことを振り返る

電話応対①　　基本的な電話の取り方、言葉遣いの練習

ロールプレイ

9

電話応対③　　ロールプレイ　伝言の書き方

来客応対①　　受付・ご案内の基本

15

11

より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

１単位：１８

1

【講義概要】

小テスト

10

来客応対②　　席次、おもてなし、お見送り

6

8

7

専門応用科目 ビジネスマナー 相川　奏恵　

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年：前期



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ビジネスマナー 相川　奏恵　 １単位：１８

より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

【講義概要】
より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション　授業の目的、評価の仕方を説明し、１年次に学んだことを振り返る

2 敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

3 電話応対①　　基本的な電話の取り方、言葉遣いの練習

4 電話応対②　　前回の復習及び取り継ぎの練習

5 電話応対③　　ロールプレイ　伝言の書き方

6 小テスト

8 来客応対②　　席次、おもてなし、お見送り

7 来客応対①　　受付・ご案内の基本

9 名刺の扱い　　訪問時のマナーを習得すると共に名刺交換を学ぶ

12 ビジネス文書①　ビジネス文書とは何か・社内文書の書き方

13 ビジネス文書②　報告書・社外文書の書き方

10 ロールプレイ

11 小テスト

14 テストの返却　　解説及び復習

15 ビジネス文書③　社外文書の構成、時候の挨拶・手紙の書き方

16 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

17 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

出席率・授業態度・授業中は勿論、学校生活全般における身だしなみと感じの良さを考慮し、定期テスト・小
テスト・レポート・提出物などと総合的に判断する。

元客室乗務員にビジネス業界で必要なスキルを得る

18 前期の復習　　前期末試験を前に学んだことを復習する



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

2年：前期

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

信用取引と支払い義務

8

9

10

1単位・１８

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門応用科目 簿記会計 吉冨　泰利

年間スケジュールと目的と意義

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

3

4

5

6

7

簿記の基本原理　企業の在り方の基礎解説

基本概念

勘定科目と性格　損益勘定の振替と帳簿の締切①

14

12

11

解説

13 中間試験

勘定科目と性格　損益勘定の振替と帳簿の締切②

取引と基本

投資と信託

まとめ

中間試験

その他の勘定

2

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

18

商品

まとめ②

テスト返却　説明

後期に向けて

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）

15

17

16 期末テスト



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

期末テスト

18 返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

17

14 解説

15 まとめ①

16 まとめ②

11 解説

12 場合によって2級対策開始

13 模擬試験

8 試験対策④

9 試験対策⑤

10 模擬検定試験

5 試験対策①

6 試験対策②

7 簿記会計+23:59

2 試算表作成

3 損益勘定の振替と帳簿の締め切り

4 勘定式、財務諸表の作成

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 固定資産について（有形固定資産の取得と原価償却）

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 ２年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

9

8 小テスト

6

7

14

コミュニケーション　自己受容・ジョハリ・他者理解

コミュニケーション　他者理解・傾聴・関心力

コミュニケーション　自己表現・コップの理論・assertion

ディズニーに学ぶ①　ディズニーランドのホスピタリティ

ディズニーに学ぶ②　ディズニーランドのホスピタリティ

コミュニケーション　相互理解・価値観・WW

ディズニーに学ぶ③　ディズニーランドのホスピタリティ

10

11

12

13

開講年度

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

コミュニケーション　自己理解と性格

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程

授業計画及び学習内容

専門応用科目 ホスピタリティーサービスB 相川奏恵

オリエンテーション　自己紹介と教科目標・評価説明

2年：前期

【講義概要】

開講学科・コース

ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

1単位：18

1

2

5

3

プラス思考　マズロー・感謝の心①

コミュニケーション　自己理解・承認欲求

プラス思考　マズロー・感謝の心②

4 小テスト

元客室乗務員による「おもてなし」の大切さを説く授業

ストローク　ストロークとストロークバンク

テスト返却と空間心理

後期に向けて

授業態度・筆記テスト・レポート・課題の提出状況

17

18

期末テスト16

15



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

8 顧客心理　返報性・連合・ザイオンス効果・初頭効果②

11 顧客心理　チャルディーニ・両面表示・免責・偽の合意②

15 ニーズの分析　顧客ニーズを考える②

9 顧客心理　リアクタンス・ハロー・プラシーボ・同調効果

10 顧客心理　チャルディーニ・両面表示・免責・偽の合意①

13 MOT　真実の瞬間

12 小テスト

元客室乗務員による「おもてなし」の大切さを説く授業

18 最後に

授業態度・筆記テスト・レポート・課題の提出状況

14 ニーズの分析　顧客ニーズを考える①

16 期末テスト

17 テスト返却　テスト返却・顧客本位

2 顧客心理　7つの顧客心理②

6 顧客心理　認知的不協和・フェスティンガー・リフレーミング

7 顧客心理　返報性・連合・ザイオンス効果・初頭効果①

5 小テスト

3 顧客心理　7つの顧客心理③

4 顧客心理　7つの顧客心理④

ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

【講義概要】
ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

授業計画及び学習内容

1 顧客心理　7つの顧客心理①

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ホスピタリティーサービスB 相川奏恵 1単位：18

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

楷書・行書

9 漢字かな交じりの文章

13 漢字かなカナ交じりの文章

8

10

11

12

漢字かな交じりの文章

漢字かな交じりの文章

漢字かな交じりの文章

漢字かなカナ交じりの文章

漢字かなカナ交じりの文章

漢字かなカナ交じりの文章

美文字 雨宮　紫遊

オリエンテーション

2年：前期

【講義概要】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

冠婚葬祭をはじめとした手書きで文字を書く際、どんな人にも読みやすく、感じの良い美文字の習得を目指
す。

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

文字の形の習得と同時に漢字学習も行い、漢字力、語彙力も高められる授業展開を行う。
主にペン字での美文字を目指し、硬筆書写検定2級に対応できるよう、書写書道の知識も学習する。

1単位　36時間

1

15

14

2

3

4

6

7

5

楷書・行書

楷書・行書

楷書・行書

授業計画及び学習内容

一般教養科目

書道準師範の先生を講師に迎える

18

ひらがなの字母

行書のひらがな

行書のひらがな

総括

出席率・参加度・レポートにて

16

17

ひらがなの字母



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

13 顧客ターゲット

11 顧客ターゲット

12 顧客ターゲット

元業界の教員が担当

14 ショップコンセプト

15 ショップコンセプト

16 ショップコンセプト

17 定期試験

18 答案返却

定期試験70％　レポート30％

7 情報収集　分析

8 情報収集　分析

10 顧客ターゲット

9 情報収集　分析

2 バイヤーの役割

5 情報収集　分析

6 情報収集　分析

4 バイヤーの役割

3 バイヤーの役割

アパレル分野における、マーチャンダイジングの定義を学び、商品の流れを把握します。

【講義概要】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース

授業計画及び学習内容

担当教員 単位・時間数

1 オリエンテーション

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

店舗におけるマーチャンダイジングの大切さを学ぶ

専門基礎科目 マーチャンダイジングⅠ 未定 2単位　36時間

2019年度 ２年　前期

講義区分



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

商業実務専門課程 2年・前期
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

授業計画及び学習内容

一般教養科目 ヨガ アーロン、セリーナ

腹式呼吸・瞑想

週一で心も体もリフレッシュする

体育館で身体を動かすことが中心

１単位・１８時間

1

【講義概要】

16 英語でヨガ、沖縄古武道術

17

英語でヨガ、沖縄古武道術

4

5

6

7

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

11

2

3

15 英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

8

9 英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

12

ネイティブの教員による授業

18

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

出席率80％

13

14

英語でヨガ、沖縄古武道術

英語でヨガ、沖縄古武道術

10



【授業の到達目標及びテーマ】

回

帯の結び方（自身）

帯の結び方（相手）

袴の着付け（自身）

袴の着付け（自身）

袴の着付け（自身）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

大代　初代

着物の名称

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

11

実技、補正の仕方

一重の着付け

一重の着付け

13

5

6

7

8

9

14

２年・前期

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。
秘書として和の文化の関わりを学ぶ。一人で着物、袴の着付けが出来ることを目標。卒業式では自身で着
物や袴の着付けが出来るように。

社会人として仕事に携わるにあたり、現在の和装事情を得て、実技を主に着付けを学ぶ。

１単位３６時間

1

10

【講義概要】

授業計画及び学習内容

専門基礎科目 和装着付け

12

帯の結び方（自身）

2

3

4

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、美容師の経験を得て、３０年以上もブライダル業界で和装のトータル美容家とし活躍しており、
自身でも店舗を経営。実務経験に基づき現在のウェディング事情も含めた授業を展開する。

18

袴の着付け（相手）

袴の着付け（相手）

発表

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。

15

16

17 袴の着付け（相手）



【授業の到達目標及びテーマ】

回
　 　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
２０１９年度 ２年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 冠婚葬祭 後藤純子 １単位：18

社会人として、また婚礼事業従事者として、通年を通した儀礼行事を身につける

【講義概要】
冠婚葬祭それぞれの儀礼を歴史や由来とともに学んでもらうとともに、冠婚葬祭のルールやマナーについ
て学び、社会人として恥じぬことがないよう指導していく。

授業計画及び学習内容

1 冠婚葬祭とは

2 冠の行事

3
ファッションビジネス科
ファッションビジネス+23:50コース

4 婚の行事　

5 婚の行事　

6 婚の行事

7 葬の行事

8 葬の行事

9 葬の行事

10 小テスト・解説と振り返り

11 祭の行事

12 祭の行事

13 都道府県の冠婚葬祭　考察　

企業での総務業務経験と１２年間のブライダル業界在籍で培ったフォーマルスタイリングのスキルを落とし
込みながらの授業を展開。
 
 
 

14 都道府県の冠婚葬祭　考察　

15 変わってゆく冠婚葬祭　考察

16 変わってゆく冠婚葬祭　考察

17 期末テスト

18 期末テスト返却と解説・振り返り

『今の自分が思う冠婚葬祭』について、レポート提出を４０点、 小テスト・習慣レポート20点、授業への参加・
意欲20点、生活態度20点から成績評価を行う。なお、出席が全体の2/３以下の場合は成績評価の対象外
とする。
 



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

レポート50％　平常点50％

13 ビジュアルデザイン

元業界の教員が担当

14 ファッション、プロダクト

15 ファッション、プロダクト

16 ファッション、プロダクト

17 演習

18

11 ビジュアルデザイン

12 ビジュアルデザイン

演習

8 配色技能、配色イメージ

9 配色技能、配色イメージ

10 配色技能、配色イメージ

2 照明、色名、表色系

3 照明、色名、表色系

7 照明、色名、表色系

4 照明、色名、表色系

5 照明、色名、表色系

6 照明、色名、表色系

カラーコーディネートの基礎を学び、色に関する幅広い技術や知識のスキルを磨き、実践的に生かします。

【講義概要】
過去問題を中心に展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 検定対策集中講座Ｂ 未定 ２単位　３６時間

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

12 ・都道府県の表現を含んだ会話練習

17

・これまでの学習の振り返り15

13

14

・表出小テスト

手話通訳士の資格を持った講師が担当

18

・読み取り小テスト

・表出試験

・読み取り/筆記試験

・前期の振り返り

・表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　・小テストは適宜
・出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味

16

2

3

4

7

8

5

6

①基礎単語を身につける　②聴覚障がい者の生活やろう文化を学ぶ
③聴覚障がい者に配慮したサービスのあり方や接客時の手話を身につける

ペアワークも含め、表現や読み取りを中心に行う

1単位：18

1

【講義概要】

授業計画及び学習内容

一般教養科目 接遇手話Ⅱ 伊勢

・自己紹介　　・指文字/数字等の復習

・疑問詞を使った会話の復習

・疑問詞を使った会話の復習

・疑問詞を使った会話の復習

・疑問詞を使った会話の復習

・疑問詞を使った会話の復習

9

10

11

・接客での会話練習　　　　　

・接客での会話練習　　　　　

・接客での会話練習　　　　　

・都道府県の表現を含んだ会話練習

・都道府県の表現を含んだ会話練習

履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

開講課程 開講学科・コース 開講年度

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年　前期



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

ファッションビジネスコース
2019年度 2年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅱ 伊勢 １単位：18

①基礎単語を身につける　②聴覚障がい者の生活やろう文化を学ぶ
③聴覚障がい者に配慮したサービスのあり方や接客時の手話を身につける

【講義概要】
ペアワークも含め、表現や読み取りを中心に行う

授業計画及び学習内容

1 日常会話/例文練習

2 日常会話/例文練習

4 　接遇手話

5 　接遇手話

3 日常会話/例文練習

13 フリートーク/知識学習

6 　接遇手話

8 　接遇手話

9 　接遇手話

7 　接遇手話

10 ろうゲスト講師を招いて

11 フリートーク/知識学習

12 フリートーク/知識学習

手話通訳士の資格を持った講師が担当

14 　後期の復習

15 　1年間の総復習

16 　学年末試験

17 　学年末試験

18 　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味



【授業の到達目標及びテーマ】

回

帯の結び方（自身）

帯の結び方（相手）

袴の着付け（自身）

袴の着付け（自身）

袴の着付け（自身）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

着物着付け（相手）

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 和装着付け 大代　初代 １単位３６時間

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。
秘書として和の文化の関わりを学ぶ。一人で着物、袴の着付けが出来ることを目標。卒業式では自身で着
物や袴の着付けが出来るように。

【講義概要】
社会人として仕事に携わるにあたり、現在の和装事情を得て、実技を主に着付けを学ぶ。

授業計画及び学習内容

1 着物の名称

9

2 実技、補正の仕方

3 一重の着付け

4 一重の着付け

5 帯の結び方（自身）

6

7

8

10

11

12

13

14

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、美容師の経験を得て、３０年以上もブライダル業界で和装のトータル美容家とし活躍しており、
自身でも店舗を経営。実務経験に基づき現在のウェディング事情も含めた授業を展開する。

袴の着付け（相手）

16 袴の着付け（相手）

17 袴の着付け（相手）

18 発表

15



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 年間スケジュールと目的と意義

2 簿記の基本原理　企業の在り方の基礎解説

3 基本概念

4 勘定科目と性格　損益勘定の振替と帳簿の締切①

5 勘定科目と性格　損益勘定の振替と帳簿の締切②

6 取引と基本

7 信用取引と支払い義務

8 投資と信託

9 その他の勘定

10 まとめ

11 中間試験

12 商品

13 中間試験

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

14 解説

15 まとめ②

16 期末テスト

17 テスト返却　説明

18 後期に向けて

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 固定資産について（有形固定資産の取得と原価償却）

2 試算表作成

3 損益勘定の振替と帳簿の締め切り

4 勘定式、財務諸表の作成

5 試験対策①

6 試験対策②

7 試験対策③

8 試験対策④

9 試験対策⑤

10 模擬検定試験

11 解説

12 場合によって2級対策開始

13 模擬試験

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

14 解説

15 まとめ①

16 まとめ②

17 期末テスト

18 返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 美文字 雨宮　紫遊 1単位　36時間

冠婚葬祭をはじめとした手書きで文字を書く際、どんな人にも読みやすく、感じの良い美文字の習得を目指
す。

【講義概要】
文字の形の習得と同時に漢字学習も行い、漢字力、語彙力も高められる授業展開を行う。
主にペン字での美文字を目指し、硬筆書写検定2級に対応できるよう、書写書道の知識も学習する。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 楷書・行書

3 楷書・行書

4 楷書・行書

5 楷書・行書

6 漢字かな交じりの文章

7 漢字かな交じりの文章

8 漢字かな交じりの文章

9 漢字かな交じりの文章

10 漢字かなカナ交じりの文章

11 漢字かなカナ交じりの文章

12 漢字かなカナ交じりの文章

13 漢字かなカナ交じりの文章

書道準師範の先生を講師に迎える

14 ひらがなの字母

15 ひらがなの字母

16 行書のひらがな

17 行書のひらがな

18 総括

出席率・参加度・レポートにて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年 ２年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 中国語Ⅱ 劉　時珍 １単位：18

１年の学習内容を復習しつつ、発音を安定させ、中国語の語順へ理解度を高めることを目指す。

【講義概要】
ペアワーク等も取り入れ、一人ひとりの発音にも注意をしながら進めて行く。

授業計画及び学習内容

1 ガイダンス

2 第1課　単語

3 第1課　単語

4 第1課　文法

5 第1課　本文

6 第2課　単語

7 第2課　単語

8 第2課　文法

9 第2課　本文

10 小テスト

11 第3課　単語

12 第3課　文法

13 第3課　本文

日本人に中国語を教える資格を持つ講師が担当。

14 第4課　単語

15 第4課　文法

16 第4課　本文

17 定期テスト

18 テスト答え合わせ

小テスト３０％、授業態度２０％、定期テスト５０％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年 ２年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 中国語Ⅱ 劉　時珍 １単位：18

１年の学習内容を復習しつつ、発音を安定させ、中国語の語順へ理解度を高めることを目指す。

【講義概要】
一人ひとりの発音にも注意しながら展開する

授業計画及び学習内容

1 第５課　単語

2 第５課　文法

3 第５課　文法

4 第５課　本文

5 第５課　練習問題

6 第６課　単語

7 第６課　文法

8 第６課　本文

9 第６課　練習問題

10 第６課　練習問題

15 総合復習

11 第７課　単語

12 第７課　文法

13 第７課　本文

14 第７課　練習問題

小テスト３０％、授業態度２０％、定期テスト５０％

日本人に中国語を教える資格を持つ講師が担当。

16 総合復習

17 定期テスト

18 テスト答え合わせ



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅱ 伊勢 1単位：18

①基礎単語を身につける　②聴覚障がい者の生活やろう文化を学ぶ
③聴覚障がい者に配慮したサービスのあり方や接客時の手話を身につける

【講義概要】
ペアワークも含め表現や読み取りを中心に展開

授業計画及び学習内容

1 ・自己紹介　　・指文字/数字等の復習

2 ・疑問詞を使った会話の復習

3 ・疑問詞を使った会話の復習

4 ・疑問詞を使った会話の復習

5 ・疑問詞を使った会話の復習

6 ・疑問詞を使った会話の復習

7 ・接客での会話練習　　　　　

8 ・接客での会話練習　　　　　

9 ・接客での会話練習　　　　　

10 ・都道府県の表現を含んだ会話練習

11 ・都道府県の表現を含んだ会話練習

12 ・都道府県の表現を含んだ会話練習

13 ・表出小テスト

手話通訳士の資格を持った講師が担当

14 ・読み取り小テスト

15 ・これまでの学習の振り返り

16 ・表出試験

17 ・読み取り/筆記試験

18 ・前期の振り返り

・表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　・小テストは適宜
・出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅱ 伊勢 １単位：18

①基礎単語を身につける　②聴覚障がい者の生活やろう文化を学ぶ
③聴覚障がい者に配慮したサービスのあり方や接客時の手話を身につける

【講義概要】
ペアワークも含め表現や読み取りを中心に展開

授業計画及び学習内容

1 日常会話/例文練習

2 日常会話/例文練習

3 日常会話/例文練習

4 　接遇手話

5 　接遇手話

6 　接遇手話

7 　接遇手話

8 　接遇手話

9 　接遇手話

10 ろうゲスト講師を招いて

11 フリートーク/知識学習

12 フリートーク/知識学習

13 フリートーク/知識学習

手話通訳士の資格を持った講師が担当

14 　後期の復習

15 　1年間の総復習

16 　学年末試験

17 　学年末試験

18 　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 1，2年生の自己紹介及び担任・副担任の役割を認識してもらう

2 職業を得るとはどういうことか考える

3 テクノスノートを使用し、1年間の過ごし方を考える

4 今年度の目標設定をする

5 目標を達成するための計画をつくる

6 計画を実行するためのは？メンター・メンティ制度導入

7 お互いに観察し、振り返りを共有

8 学修機会（ＩＷ）の再確認

9 ＩＷでゲストをもてなすためにできること

10 フィールドワークとは？その目的、目標は何？

11 事前プレゼンテーション

12 実際に探求、体験、その成果検証

13 報告プレゼンテーション準備

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション

15 プレゼンテーション

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・プレゼンテーションなどの成果にて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 学修機会を使い切ろう　後期の目標

2 テクノスノートを使用し、明確にする

3 目標達成するための工夫をディスカッションする

4 成長した部分の確認

5 工夫を今後に活かす

6 マナープロトコール検定に向けて

7 マナープロトコール検定　模擬試験①

8 マナープロトコール検定　模擬試験②

9 マナープロトコール勉強会

10 マナープロトコール勉強会

11 フィールドワーク②内容を決める

12 事前プレゼンテーション

13 フィールドワーク

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション準備①

15 プレゼンテーション準備②

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・スピーチ、プレゼンテーションなどの成果にて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅱ 木花 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 男女格差について

2 麻疹と感染症について

3 ハラスメントについて

4 アメリカ大使館問題

5 覚醒剤と麻薬

6 裁判員と裁判員制度

7 働き方改革について

8 民泊新法

9 1～８振り返りと小テスト

10 宗教と食事

11 IR法案とカジノ

12 オウム真理教と死刑

13 異常気象と台風

講師は政治学が専門で、大学でも教鞭をとる

14 地震の話

15 前期末試験

16 返却と解説

17 憲法改訂①

18 憲法改訂②

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅱ 木花 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 世界首脳会議

2 ノーベル賞

3 貿易戦争

4 消費税

5 ハロウィン

6 アメリカの銃社会

7 原発の話

8 日本の領土問題

9 大阪万博２０２５　①

10 大阪万博２０２５　②

11 株式の話

12 振り返り小テスト・解説

13 宝くじの話

講師は政治学が専門で、大学でも教鞭をとる

14 インフルエンザの話

15 期末試験

16 返却と解説

17 バレンタインの知識

18 １年間のニュースについて

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 マーチャンダイジングⅠ 未定 2単位　36時間

アパレル分野における、マーチャンダイジングの定義を学び、商品の流れを把握します。

【講義概要】
店舗における重要性を考える

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 バイヤーの役割

3 バイヤーの役割

4 バイヤーの役割

5 情報収集　分析

6 情報収集　分析

7 情報収集　分析

8 情報収集　分析

9 情報収集　分析

10 顧客ターゲット

11 顧客ターゲット

12 顧客ターゲット

13 顧客ターゲット

元業界で活躍した教員が担当

14 ショップコンセプト

15 ショップコンセプト

16 ショップコンセプト

17 定期試験

18 答案返却

定期試験70％　レポート30％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 販売士検定対策Ⅰ 未定 02単位　３６時間

販売に必要な商品知識や販売技術、仕入や在庫管理、マーケティングなどを学びます。

【講義概要】
過去問題をやりながら展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 小売業の類型

3 小売業の類型

4 小売業の類型

5 小売業の類型

6 マーチャンダイジング

7 マーチャンダイジング

8 マーチャンダイジング

9 マーチャンダイジング

10 ストアオペレーション

11 ストアオペレーション

12 ストアオペレーション

13 ストアオペレーション

元業界の教員が担当

14 マーケティング

15 マーケティング

16 マーケティング

17 定期テスト

18 答案返却

定期テスト70％　平常点30％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 スタイリングⅠ 未定 ２単位　３６時間

流行を取り入れながら、おしゃれを楽しむスタイリングを学び、トータルにコーディネートする力をつけます。

【講義概要】
座学が中心

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 被服設計の基本となる人体の構造

3 被服設計の基本となる人体の構造

4 被服設計の基本となる人体の構造

5 運動による体形の変化

6 運動による体形の変化

7 運動による体形の変化

8 アパレル生産について

9 アパレル生産について

10 アパレル生産について

11 アパレル生産について

12 アパレル製品について研究する（シャツ）

13 アパレル製品について研究する（シャツ）

元業界の教員が担当

14 アパレル製品について研究する（ブラウス）

15 アパレル製品について研究する（ブラウス）

16 総括

17 定期テスト

18 答案返却

定期テスト80％　平常点20％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 広告概論 未定 ２単位　３６時間

商品をヒットさせるための効果的なテクニックを身に着け、商品を魅力的に伝えるテクニックを実践的に学び
ます。

【講義概要】
いかに商品の魅力を伝えるか？

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 広告の定義

3 広告の定義

4 広告の定義

5 広告の定義

6 マーケティングにおける広告の機能と役割

7 マーケティングにおける広告の機能と役割

8 マーケティングにおける広告の機能と役割

9 マーケティングにおける広告の機能と役割

10 広告戦略

11 広告戦略

12 広告戦略

13 広告戦略

元業界の教員が担当

14 広告業務の流れ

15 広告業務の流れ

16 広告業務の流れ

17 定期テスト

18 答案返却

定期テスト80％　平常点20％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 Ｗｅｂ・SNSの基礎Ⅰ 未定 ２単位　３６時間

Ｗｅｂ・SNSの知識・スキルを応用して、実際に自分たちのホームページを立ち上げます。

【講義概要】
様々な業界のサイトを研究しながら展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

3 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

4 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

5 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

6 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

7 ネットワークサービスと服飾関連情報の共有・発信

8 ネットワークサービスの仕組み

9 ネットワークサービスの仕組み

10 ネットワークサービスの仕組み

11 データベースについて

12 データベースについて

13 データベースについて

元業界の教員が担当

14 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

15 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

16 LinuxあるいはWindows OS上での実際の演習

17 定期テスト

18 答案返却

定期テスト80％　平常点20％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 検定対策集中講座Ｂ 未定 ２単位　３６時間

カラーコーディネートの基礎を学び、色に関する幅広い技術や知識のスキルを磨き、実践的に生かします。

【講義概要】
過去問題にも取り組みながら展開

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 照明、色名、表色系

3 照明、色名、表色系

4 照明、色名、表色系

5 照明、色名、表色系

6 照明、色名、表色系

7 照明、色名、表色系

8 配色技能、配色イメージ

9 配色技能、配色イメージ

10 配色技能、配色イメージ

11 ビジュアルデザイン

12 ビジュアルデザイン

13 ビジュアルデザイン

元業界の教員が担当

14 ファッション、プロダクト

15 ファッション、プロダクト

16 ファッション、プロダクト

17 演習

18 演習

レポート50％　平常点50％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

必修 ファッション概論 未定 ２単位　３６時間

ファッションの歴史、専門用語、仕事の種類とその役割について学びます。

【講義概要】
これからのファッション業界はどのように変化していくのか？

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 商品価値とは

3 商品価値とは

4 商品価値とは

5 商品価値とは

6 商品価値とは

7 商品とサービスの関係

8 商品とサービスの関係

9 商品とサービスの関係

10 様々なサービス業の在り方

11 様々なサービス業の在り方

12 様々なサービス業の在り方

13 商店街と百貨店との関係

元業界の教員が担当

14 商店街と百貨店との関係

15 商店街と百貨店との関係

16 総復習

17 定期試験

18 答案返却

定期試験80％　平常点20％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 ２年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 冠婚葬祭 後藤純子 １単位：18

社会人として、また婚礼事業従事者として、通年を通した儀礼行事を身につける

【講義概要】
冠婚葬祭それぞれの儀礼を歴史や由来とともに学んでもらうとともに、冠婚葬祭のルールやマナーについて
学び、社会人として恥じぬことがないよう指導していく。

授業計画及び学習内容

1 冠婚葬祭とは

2 冠の行事

3 冠の行事

4 婚の行事　

5 婚の行事　

6 婚の行事

7 葬の行事

8 葬の行事

9 葬の行事

10 小テスト・解説と振り返り

11 祭の行事

12 祭の行事

13 都道府県の冠婚葬祭　考察　

企業での総務業務経験と１２年間のブライダル業界在籍で培ったフォーマルスタイリングのスキルを落とし
込みながらの授業を展開。
 
 
 

14 都道府県の冠婚葬祭　考察　

15 変わってゆく冠婚葬祭　考察

16 変わってゆく冠婚葬祭　考察

17 期末テスト

18 期末テスト返却と解説・振り返り

『今の自分が思う冠婚葬祭』について、レポート提出を４０点、 小テスト・習慣レポート20点、授業への参加・
意欲20点、生活態度20点から成績評価を行う。なお、出席が全体の2/３以下の場合は成績評価の対象外と
する。
 



【授業の到達目標及びテーマ】

回
1 数学ガイダンス
2 数と式の計算①
3 数と式の計算②
4 数と式の計算③
5 方程式と不等式①
6 方程式と不等式②
7 方程式と不等式③
8 関数①
9 関数②
10 関数③
11 図形①
12 図形②
13 図形③
14 確率など①
15 確率など②
16 確率など③
17 数学まとめ
18 前期期末試験
19 社会ガイダンス
20 日本国憲法①
21 日本国憲法②
22 政治①
23 政治②
24 経済①
25 経済②
26 国際関係①
27 国際関係②
28 社会まとめ
29 漢字の読み書き
30 慣用的な読み
31 同音異義語・同訓異字語
32 対義語・類義語
33 四字熟語
34 ことわざ・故事成語・慣用句
35 国語まとめ
36 後期期末試験

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

〇〇課程
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 ２年・通年

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

テキストに掲載されている数学、社会、国語の各単元の問題演習を基本とするが、新聞やテレビ、インター
ネット等で報道されている日々のニュースや、自分自身の日々の生活シーンを想起してもらい、早速、学んだ
知識を生かす場面があることに気づいてもらうことから授業を展開する。担当教員は長年、専門学校生の就
職指導、基礎学習指導を行ってきており、その経験を基に、学生にとって、数学、社会、国語についてわかり
やすく、現在の学習と将来の生活に役立つべく授業を展開する。

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 一般常識３
亀田俊夫
原田敬三

１単位　３６時間

産業能率大学、中央大学、日本大学、星槎大学、姫路大学の各大学学習の基礎、ならびに、将来の就職試
験の基礎、社会人の基礎となる数学、社会、国語の知識を習得する。

【講義概要】
テキスト「整理と演習完成ワーク　一般常識　■書き込み式」を使用し、各単元における数学、国語、社会の
問題演習、解説を繰り返し、基礎知識の習得を目指す。

授業計画及び学習内容

前期（数学30点分換算）および後期（国語40点分換算、社会30点分換算）の期末試験を行い、100点満点で
評価する。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅡB 協会専任講師 1単位18時間

マナープロトコール検定準２級を取得する

【講義概要】
検定に向けて、模擬試験を数多く行う

授業計画及び学習内容

1 マナープロトコール検定　模擬試験

2 解説

3 テキスト第６章（お酒のマナー）

4 テキスト第１章

5 テキスト第２章

6 テキスト第３章

7 テキスト第４章

8 テキスト第５章

9 模擬試験

10 解説

11 テキスト第７章

12 テキスト第８章

13 テキスト第９章

マナープロトコース協会の専任講師が担当する

14 テキスト第１０章

15 模擬試験

16 解説

17 本試験

18 まとめ

マナープロトコール検定準２級を取得を目指す。不合格者は授業中の模擬試験70％取得を目指す。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅡＡ（社会人） 増田　浩美 1単位・18

社会人として働くうえで必要な個人スキルの向上。どうやったら身に付くか？学生時代に何をしておけばい
いのか？
常に考え実行していくようにする

【講義概要】

授業計画及び学習内容

1 １年生の振り返り　エアトラに入学して身についたことを具体的に話し合う

2 学生と社会人の違い　この１週間の振り返り・エアトラは社会人０年生といわれるのはなぜ？

3 社会人基礎力とは　　あなたの社会人基礎力はどの程度か

4 主体性・働きかけ力　マニュアル族といわれる今、あなたはどうする？一人でできることは少ない？

5 計画力・実行力　　計画倒れになってない？やってみなければ始まらない

6 ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力　ストレスがない人はいない・・・考え方の違い

7 発信力・傾聴力　　あなたは、ありますか？　　　

8 柔軟性・情況把握力　　おかれている立場を考える

9 コンセンサスとは？　　集団で合意を得るためにはどうしたらよいか

10 コンセンサスゲーム　実際に話し合いで合意を得るゲームを実施

11 コンセンサスとは？　　集団で合意を得るためにはどうしたらよいか

12 コンセンサスゲーム　実際に話し合いで合意を得るゲームを実施

13 課題発見力　　あなたの課題はなんですか？目を背けていませんか？

社会人として働くうえで、大切な力を身につけるヒントを得て欲しい。　組織の中で働いていくうえで必要な考
え方を一社会人が問う授業。

14 課題発見力　　あなたの課題はなんですか？目を背けていませんか？

15 創造力　　常に先を見据えて行動することが大切

16 組織で求められるもの①　まだ足りないものは？

17 貴方の考える大人　一人ひとりの発表

18 まとめ　　自信がつきましたか？

出席率・参加度・レポートにて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 ヨガ アーロン、セリーナ １単位・１８時間

週一のヨガで身も心もリフレッシュする

【講義概要】
体育館で身体を動かすことが中心

授業計画及び学習内容

1 腹式呼吸・瞑想

2 英語でヨガ、沖縄古武道術

3 英語でヨガ、沖縄古武道術

4 英語でヨガ、沖縄古武道術

5 英語でヨガ、沖縄古武道術

6 英語でヨガ、沖縄古武道術

7 英語でヨガ、沖縄古武道術

8 英語でヨガ、沖縄古武道術

9 英語でヨガ、沖縄古武道術

10 英語でヨガ、沖縄古武道術

11 英語でヨガ、沖縄古武道術

12 英語でヨガ、沖縄古武道術

13 英語でヨガ、沖縄古武道術

ネイティブの教員による授業

14 英語でヨガ、沖縄古武道術

15 英語でヨガ、沖縄古武道術

16 英語でヨガ、沖縄古武道術

17 英語でヨガ、沖縄古武道術

18 英語でヨガ、沖縄古武道術

出席率80％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ホスピタリティーサービスB 相川奏恵 1単位：18

ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

【講義概要】
ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション　自己紹介と教科目標・評価説明

2 プラス思考　マズロー・感謝の心①

3 プラス思考　マズロー・感謝の心②

4 小テスト

5 コミュニケーション　自己理解・承認欲求

6 コミュニケーション　自己理解と性格

7 コミュニケーション　自己受容・ジョハリ・他者理解

8 小テスト

9 コミュニケーション　他者理解・傾聴・関心力

10 コミュニケーション　自己表現・コップの理論・assertion

11 コミュニケーション　相互理解・価値観・WW

12 ディズニーに学ぶ①　ディズニーランドのホスピタリティ

13 ディズニーに学ぶ②　ディズニーランドのホスピタリティ

元客室乗務員による「おもてなし」の大切さを説く授業

14 ディズニーに学ぶ③　ディズニーランドのホスピタリティ

15 ストローク　ストロークとストロークバンク

16 期末テスト

17 テスト返却と空間心理

18 後期に向けて

授業態度・筆記テスト・レポート・課題の提出状況



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ホスピタリティーサービスB 相川奏恵 1単位：18

ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

【講義概要】
ホスピタリティマインドを醸成し、高品質のサービスを提供できる知識とスキルを身につける

授業計画及び学習内容

1 顧客心理　7つの顧客心理①

2 顧客心理　7つの顧客心理②

3 顧客心理　7つの顧客心理③

4 顧客心理　7つの顧客心理④

5 小テスト

6 顧客心理　認知的不協和・フェスティンガー・リフレーミング

7 顧客心理　返報性・連合・ザイオンス効果・初頭効果①

8 顧客心理　返報性・連合・ザイオンス効果・初頭効果②

9 顧客心理　リアクタンス・ハロー・プラシーボ・同調効果

10 顧客心理　チャルディーニ・両面表示・免責・偽の合意①

11 顧客心理　チャルディーニ・両面表示・免責・偽の合意②

12 小テスト

13 MOT　真実の瞬間

元客室乗務員による「おもてなし」の大切さを説く授業

14 ニーズの分析　顧客ニーズを考える①

15 ニーズの分析　顧客ニーズを考える②

16 期末テスト

17 テスト返却　テスト返却・顧客本位

18 最後に

授業態度・筆記テスト・レポート・課題の提出状況



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 プレゼンテーション 古閑 1単位・１８

コミュニケーション能力を高め、社会人にふさわしい話し方を身につける。

【講義概要】
スピーチを中心に行う

授業計画及び学習内容

1 前期の振り返り

2 基礎レッスン・ボイストレーニング　

3 自己ＰＲスピーチ

4 自己ＰＲスピーチ

5 グループワーク　ディスカッション・発表

6 グループワーク　ディスカッション・発表

7 敬語　適切な使い方の確認

8 時事についてのスピーチとディスカッション

9 時事についてのスピーチとディスカッション

10 時事についてのスピーチとディスカッション

11 時事についてのスピーチとディスカッション

12 時事についてのスピーチとディスカッション

13 説明と説得のスピーチ

講師は舞台俳優として活躍中

14 説明と説得のスピーチ

15 ボイストレーニング

16 表現練習

17 後期末スピーチテスト

18 後期末スピーチテスト

期末テスト、出席率、授業態度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 プレゼンテーション 東 1単位・１８

コミュニケーション能力を高め、社会人にふさわしい話し方を身につける。

【講義概要】
スピーチを中心に行う

授業計画及び学習内容

1 説明と説得②　ロールプレイ

2 スピーチ　弱点を克服し、強みを生かす工夫

3 スピーチ　弱点を克服し、強みを生かす工夫

4 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

5 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

6 ディベート　聞く力を身に付ける。対話力を身に付ける

7 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

8 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

9 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

10 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

講師は舞台俳優として活躍中

11 プレゼンテーション　資料作成、リハーサル、発表

12 冬休みのスピーチ

13 期末テスト

14 期末テスト

15 まとめ

期末テスト、出席率、授業態度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ビジネスマナー 相川　奏恵　 １単位：１８

より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

【講義概要】
より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション　授業の目的、評価の仕方を説明し、１年次に学んだことを振り返る

2 敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

3 敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

4 電話応対①　　基本的な電話の取り方、言葉遣いの練習

5 電話応対②　　前回の復習及び取り継ぎの練習

6 電話応対③　　ロールプレイ　伝言の書き方

7 小テスト

8 来客応対①　　受付・ご案内の基本

9 来客応対②　　席次、おもてなし、お見送り

10 ロールプレイ

11 名刺の扱い　　訪問時のマナーを習得すると共に名刺交換を学ぶ

12 ビジネス文書①　ビジネス文書とは何か・社内文書の書き方

13 ビジネス文書②　報告書・社外文書の書き方

元客室乗務員にビジネス業界で必要なスキルを得る

14 テストの返却　　解説及び復習

15 ビジネス文書③　社外文書の構成、時候の挨拶・手紙の書き方

16 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

17 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

18 前期の復習　　前期末試験を前に学んだことを復習する

出席率・授業態度・授業中は勿論、学校生活全般における身だしなみと感じの良さを考慮し、定期テスト・小
テスト・レポート・提出物などと総合的に判断する。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 ビジネスマナー 相川　奏恵　 １単位：１８

より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

【講義概要】
より良い人間関係を築く為、コミュニケーション能力の重要性を知り、社会人としての基本的なマナーや仕事
上でのマナーを身に付ける。

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション　授業の目的、評価の仕方を説明し、１年次に学んだことを振り返る

2 敬語・言葉遣い　　社会人・サービスを志す者として知っておくべき敬語の確認と習得

3 電話応対①　　基本的な電話の取り方、言葉遣いの練習

4 電話応対②　　前回の復習及び取り継ぎの練習

5 電話応対③　　ロールプレイ　伝言の書き方

6 小テスト

7 来客応対①　　受付・ご案内の基本

8 来客応対②　　席次、おもてなし、お見送り

9 名刺の扱い　　訪問時のマナーを習得すると共に名刺交換を学ぶ

10 ロールプレイ

11 小テスト

12 ビジネス文書①　ビジネス文書とは何か・社内文書の書き方

13 ビジネス文書②　報告書・社外文書の書き方

元客室乗務員にビジネス業界で必要なスキルを得る

14 テストの返却　　解説及び復習

15 ビジネス文書③　社外文書の構成、時候の挨拶・手紙の書き方

16 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

17 手紙・はがきの書き方　宛て名書き、往復はがきの書き方・メールの基本

18 前期の復習　　前期末試験を前に学んだことを復習する

出席率・授業態度・授業中は勿論、学校生活全般における身だしなみと感じの良さを考慮し、定期テスト・小
テスト・レポート・提出物などと総合的に判断する。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 コンピュータ実習Ⅱ 千葉 輝子 2単位・７２

Power Point基礎及びAccess基礎の習得

【講義概要】
資格対策を行う場合あり

授業計画及び学習内容

1 Power Point基礎：スライドの作成　箇条書き

2 Power Point基礎：スライドの作成　表①

3 Power Point基礎：スライドの作成　図

4 Power Point基礎：スライドの作成　グラフ①

5 Power Point基礎：スライドの作成　SmartArt①

6 Power Point基礎：スライドの作成　SmartArt②

7 Power Point基礎：スライドの作成　発表用原稿、配布資料について①

8 Power Point基礎：スライドの作成　スライドショー①

9 Power Point基礎：スライドの作成　スライドショー②

10 Power Point基礎：発表用資料作成①

11 Power Point基礎：発表用資料作成②

12 Power Point基礎：発表用資料作成③

13 Access基本操作：Accessの概要、基本操作

企業でも教える講師が担当

14 Access基本操作：テーブルによるデータの格納

15 Access基本操作：復習①

16 前期期末：タイピング測定（10分間）Access課題　　→データ提出

17 Access基本操作：試験返却・Access課題

18 Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工

検定取得　出席率80％以上　提出課題の出来具合など



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門応用科目 コンピュータ実習Ⅱ 千葉 輝子 2単位・72

Power Point基礎及びAccess基礎の習得

【講義概要】
資格対策を行う場合あり

授業計画及び学習内容

1 Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工　１

2 Access基本操作：リレーションシップの作成・クエリによるデータの加工　２

3 Access基本操作：フォームによるデータの入力 １

4 Access基本操作：フォームによるデータの入力 ２

5 Access基本操作：クエリによるデータの抽出と集計　１

6 Access基本操作：クエリによるデータの抽出と集計　２

7 Access基本操作：レポートによるデータの印刷　１

8 Access基本操作：レポートによるデータの印刷　２

9 Access基本操作：便利な機能

10 小テスト：タイピング測定（10分間）・Access課題　→データ提出

11 Access基本操作：小テストデータ返却・解説

12 総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　１

13 総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　２

企業でも教える講師が担当

14 期末試験：Word・Excel・PowerPoint総合課題

15 総合課題：Word・Excel・PowerPoint総合課題　3

16 期末試験：Word・Excel 総合課題

17 前期期末：タイピング測定（10分間）Access課題　　→データ提出

18 試験返却：試験返却・解説

検定取得　出席率80％以上　提出課題の出来具合など



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 ２年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 英会話Ⅱ 外国員講師 １単位・36

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授
業。アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

1 Greetings, introductions & exchanging information　英語での挨拶、紹介、質問

2 Present Tense　現在形

3 動詞'Be'　　'Be'　動詞

4 School Life　学校生活やアルバイト

5 Describing People　仕草を説明

6 Family and Friends　家族、親族、友達

7 定期試験

8 Travel Survival Communications　旅行の英語

9 Travel Safety　海外で身を守るコツ

10 Finding a Hotel　ホテルを探す・チェックイン

11 Jobs & Careers　仕事やキャリア

12 Questions　現在形

13 Hobbies, Fashion & Sports　趣味、ファッション、スポーツ

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

14 The Best　比較形

15 Food and Restaurants　レストランでの注文

16 The Perfect Sandwich　サンドイッチの作り方

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：
D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 2年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 英会話Ⅱ 外国員講師 １単位・36

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授
業。アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

1 Planning a trip.　旅行の計画

2 Airport English.　空港での英語

3 Staying at the hotel.　ホテルでの英語

4 Where are you from?　出身地

5 Making small talk.　　雑談

6 What not to talk about.　初対面の人と、話してはいけないテーマ

7 定期試験

8 Directions.　目的地までの行き方

9 Public Transportation.　　公共交通機関

10 Food　食べ物

11 Travel manners and safety.　海外と日本のマナーや習慣の違い

12 Making requests.　相手へのお願い

13 Culture Shock.　文化の違い

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

14 American Joke　ユーモアの違い

15 If I could travel anywhere　理想の旅行先

16 Sharing my dream vacation　理想の旅行先をクラスに説明

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：
D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 話し方 東 1単位：18

コミュニケーション能力を高め、人前で自分の意見を堂々と意見を言えるようにする。

【講義概要】
スピーチを中心に行う

授業計画及び学習内容

1 ガイダンス：講師自己紹介・授業の進め方

2 基礎レッスン、ボイストレーニング①-1

3 基礎レッスン、ボイストレーニング①-2

4 他己紹介

5 他己紹介

6 他己紹介

7 グループワーク　１

8 グループワーク　２

9 グループワーク　3

10 ボイストレーニング②-1

11 ボイストレーニング②-2

12 敬語

13 表現練習

講師は舞台俳優で活躍中

14 時事についてのスピーチ１

15 時事についてのスピーチ２

16 時事についてのスピーチ3

17 前期スピーチテスト

18 ボイストレーニング③

期末テスト60点以上、出席率80％以上、授業態度良好、他



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 話し方 東 1単位：18

コミュニケーション能力を高め、人前で自分の意見を堂々と意見を言えるようにする。

【講義概要】
スピーチを中心に行う

授業計画及び学習内容

1 敬語

2 模擬面接

3 模擬面接

4 スピーチ1-1

5 スピーチ1-2

6 スピーチ1-3

7 ディベート1-1

8 ディベート1-2

9 ディベート1-3

10 朗読1-1

11 朗読1-２

12 朗読1-３

13 期末テスト

講師は舞台俳優として活躍中

14 期末テスト

15 期末テスト

16 期末テスト

17 期末テスト

18 期末テスト

期末テスト60点以上、出席率80％以上、授業態度、他



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 年間スケジュールと目的と意義

2 簿記の基本原理　企業の在り方の基礎解説

3 取引とは何か

4 勘定項目と性格にはどのようなものがあるか①

5 勘定項目と性格にはどのようなものがあるか②

6 帳簿の種類と必要性①

7 帳簿の種類と必要性②

8 現金と預かり金勘定

9 売掛金と買掛金について

10 売買目的有価証券

11 その他の債務と債権

12 まとめ

13 中間試験

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

14 基本取引・三分法とその他の取引　商品の期末残高の評価

15 まとめ②

16 期末テスト

17 テスト返却　説明

18 後期に向けて

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 簿記会計 吉冨　泰利 1単位・１８

簿記の基本理論を理解し、検定試験に合格を目指す
お金の基本・経営の基本を理解し、現実を理解できる人材を育成する

【講義概要】
試験は記述式で行い、電卓持ち込み可能にする

授業計画及び学習内容

1 固定資産について（有形固定資産の取得と原価償却）

2 試算表作成

3 損益勘定の振替と帳簿の締め切り

4 勘定式、財務諸表の作成

5 試験対策①

6 試験対策②

7 試験対策③

8 試験対策④

9 試験対策⑤

10 模擬検定試験

11 解説

12 場合によって2級対策開始

13 模擬試験

現役の税理士として活躍中の講師が簿記のハウツウを教える

14 解説

15 まとめ①

16 まとめ②

17 期末テスト

18 返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて（レポート・小テストなど評価あ
り）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 美育B 小森　絹枝 1単位18時間

社会人として接客のプロとしての立ち振る舞いと、第一印象で相手に好印象を与える身だしなみを身につけ
る。自身の良いところを知りセンスアップ。
外面だけでなく内面の美しさも育む。就職活動にむけての面接指導。

【講義概要】
美しい立ち振る舞い（姿勢、たち方、座り方、お辞儀の仕方、歩き方）　お洒落と身だしなみの違い。　スーツ
私服の着こなし方、ヘアメイク。自分に似あう色、体型チェック。また心の美しさを育むことを意識。就職活動
にむけ面接指導。

授業計画及び学習内容

1 身だしなみチェック

2 言葉遣い

3 グループディスカッション

4 グループディスカッション

5 面接について

6 グループ面接練習

7 グループ面接練習

8 個人面接練習

9 個人面接練習

10 発表

11 発表

12 パーソナルカラー

13 パーソナルカラー

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。グループディスカッション、発表、意見
交換の場を積極的に設け、学生一人一人が主体的に参加する活発な授業構成をつくり人間力を養う。担当
教員は都内ホテルでウェディングプランナーとして勤務後、フリープランナーとしてスタイリストグループと起
業。その後ブライダル科専任担任となる。その他、産業カウンセラー、パーソナルカラーリスト、健康運動指
導士、モデルとしての経験から実務経験に基づいて様々な角度からのアドバイスを心掛けている。

14 骨格診断

15 骨格診断

16 私服コーディネートレッスン

17 私服コーディネート発表

18 私服コーディネート発表

講義全体を100点満点として採点。実技発表７０点、授業への参加意欲２０点、出欠席１0点から成績評価を
行なう。出席率８０％以上。提出物の期日が守られているか等も、評価基準とする。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 美育A 小森　絹枝 1単位18時間

社会人として接客のプロとしての立ち振る舞いと、第一印象で相手に好印象を与える身だしなみを身につけ
る。
外面だけでなく内面の美しさも育む。

【講義概要】
美しい立ち振る舞い（姿勢、たち方、座り方、お辞儀の仕方、歩き方）　お洒落と身だしなみの違い。　スーツ
の着こなし方、ヘアメイク。また心の美しさを育むことを意識。

授業計画及び学習内容

1 自己紹介

2 自己紹介

3 身だしなみについて

4 スーツの着こなし方

5 姿勢、お辞儀の仕方、座り方

6 姿勢、お辞儀の仕方、座り方

7 グループディスカッション

8 ヘアー

9 メイク

10 ヘアーメイクレッスン

11 ヘアーメイクレッスン

12 身だしなみテスト

13 身だしなみテスト

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。グループディスカッション、発表、意見
交換の場を積極的に設け、学生一人一人が主体的に参加する活発な授業構成をつくり人間力を養う。担当
教員は都内ホテルでウェディングプランナーとして勤務後、フリープランナーとしてスタイリストグループと起
業。その後ブライダル科専任担任となる。その他、産業カウンセラー、パーソナルカラーリスト、健康運動指
導士、モデルとしての経験から実務経験に基づいて様々な角度からのアドバイスを心掛けている。

14 グループディスカッション

15 グループディスカッション

16 歩き方

17 歩き方

18 テスト

講義全体を100点満点として採点。実技発表７０点、授業への参加意欲２０点、出欠席１0点から成績評価を
行なう。出席率８０％以上。提出物の期日が守られているか等も、評価基準とする。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 中国語I 赫 １単位：18

中国語をピンインで発音できる。簡単な挨拶や日常会話ができる

【講義概要】
一人ひとりの発音に注意しながら進める

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション：中国語についての紹介

2 発音と挨拶（一）ピンインについての紹介、声調、単母音

3 発音と挨拶（二）複母音

4 発音と挨拶（三）子音（１）

5 発音と挨拶（四）子音（２）

6 小テスト

7 発音と挨拶（五）鼻母音

8 復習　発音と挨拶の復習

9 「是」の文（一）　「是」の文の肯定文

10 「是」の文（二）　「是」の文の疑問文

11 小テスト

12 動詞文と語気助詞「吧」　動詞文の基本文型S+V+O、勧誘・命令・推量を表す「吧」

13 助詞「的」、形容詞述語文　連体修飾の「的」とその省略、形容詞述語文の基本文型

日本人に中国語を教える資格がある講師が担当

14 省略疑問文　「呢」を用いる省略疑問文の作り方、主述述語文の基本文型

15 小テスト

16 よく使う副詞　よく使う副詞「也」、「都」、程度副詞「非常」「很」など

17 復習　発音と挨拶と基本文型の復習

18 期末テスト　期末テストとフィードバック

期末テスト（筆記試験）で評価する



【授業の到達目標及びテーマ】

回

　

　 　
【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 中国語I 赫 １単位：18

中国語をピンインで発音できる。簡単な挨拶や日常会話ができる

【講義概要】
一人ひとりの発音に注意しながら進める

授業計画及び学習内容

1 テスト答え合わせ

2 Ｌｅｓｓｅｎ３　単語

3 Ｌｅｓｓｅｎ３　文法

4 Ｌｅｓｓｅｎ３　本文

5 Ｌｅｓｓｅｎ３　トレーニング

6 小テスト

7 Ｌｅｓｓｅｎ４　単語

8 Ｌｅｓｓｅｎ４　文法

9 Ｌｅｓｓｅｎ４　本文

10 小テスト

11 Ｌｅｓｓｅｎ４　トレーニング

12 Ｌｅｓｓｅｎ５　単語

13 Ｌｅｓｓｅｎ５　文法

14 小テスト

18 まとめ

出席率80％以上、授業の取り組み、期末テスト（筆記試験）で評価する

日本人に中国語を教える資格がある講師が担当

15 Ｌｅｓｓｅｎ５　本文

16 期末テスト

17 期末テスト答え合わせ



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅰ 平野 1単位：18

聴覚障がいと障がいに起因する生活上のバリアについて理解する
指文字、単語、文型を学び、自己紹介の表現及び簡単な日常会話を習得する

【講義概要】
ペアワーク等表現、読み取り中心で行う

授業計画及び学習内容

1 　ガイダンス・導入

2 　伝える工夫

3 　伝える工夫

4 　手話の基本

5 　手話の基本

6 　手話の基本

7 　手話の基本

8 　小テスト

9 　自己紹介　疑問詞

10 　自己紹介　疑問詞

11 　自己紹介　疑問詞

12 　小テスト

13 　夏休み前復習

手話通訳士が担当

14 　夏休み前復習

15 　前期総復習

16 　前期末試験

17 　前期末試験

18 　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 接遇手話Ⅰ 平野 １単位：18

聴覚障がいと障がいに起因する生活上のバリアについて理解する
指文字、単語、文型を学び、自己紹介の表現及び簡単な日常会話を習得する

【講義概要】
ペアワーク等表現、読み取り中心で行う

授業計画及び学習内容

1 　疑問詞

2 　疑問詞のまとめ

3 　小テスト

4 　時制/都道府県名

5 　時制/都道府県名

6 　時制/都道府県名

7 　小テスト

8 　理論/接遇手話

9 　理論/接遇手話

10 　理論/接遇手話

11  ゲスト講師を招いて

12  フリートーク/知識学習

13  検定試験に向けて/手話ソング

手話通訳士が担当

14  検定試験に向けて/手話ソング

15 　1年間の総復習

16 　学年末試験

17 　学年末試験

18 　試験の返却/解説

・ 表出/読み取り/筆記試験の合算評価　　　　・　小テストは適宜
出席率や授業態度は学年末の総合判定で加味



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養課程 就職準備講座　Ⅱ 増田 1単位・18

就職活動をする際に必要なスキルを身につける

【講義概要】
各人のスキルアップを目指す

授業計画及び学習内容

1 就職活動について　再確認

2 就職試験対策①　　ＳＰＩ

3 就職試験対策②　　ＳＰＩ

4 就職試験対策③ 　 ＳＰＩ

5 就職試験対策④　　小論文

6 就職試験対策⑤　　小論文

7 就職模擬試験

8 解説

9 就職試験対策⑥　　ＳＰＩ

10 就職試験対策⑦　　ＳＰＩ

11 就職試験対策⑧　　ＳＰＩ

12 就職試験対策⑨　　ＳＰＩ

13 就職試験対策⑩　　ＳＰＩ

基礎学力の向上及びグループディスカッションなど多数行う。　キャリアセンター教員指導により、各担任が
責任を持って行う。

14 グループディスカッション　①

15 グループディスカッション　②

16 グループディスカッション　③

17 集団面接

18 個人面接

出席率80％以上、小テスト各回60点以上取れるまで再テストあり



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養課程 就職準備講座　Ⅰ 増田 1単位・18

就職活動をする際に必要なスキルを身につける

【講義概要】
各人のスキルを向上させる

授業計画及び学習内容

1 就職活動について　再確認

2 就職試験対策①　　ＳＰＩ

3 就職試験対策②　　ＳＰＩ

4 就職試験対策③ 　 ＳＰＩ

5 就職試験対策④　　小論文

6 就職試験対策⑤　　小論文

7 就職模擬試験

8 解説

9 就職試験対策⑥　　ＳＰＩ

10 就職試験対策⑦　　ＳＰＩ

11 就職試験対策⑧　　ＳＰＩ

12 就職試験対策⑨　　ＳＰＩ

13 就職試験対策⑩　　ＳＰＩ

基礎学力の向上及びグループディスカッションなど多数行う。　キャリアセンター教員指導により、各担任が
責任を持って行う。

14 グループディスカッション　①

15 グループディスカッション　②

16 グループディスカッション　③

17 集団面接

18 個人面接

出席率80％以上、小テスト各回60点以上取れるまで再テストあり



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅰ 木花 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 男女格差について

2 麻疹と感染症について

3 ハラスメントについて

4 アメリカ大使館問題

5 覚醒剤と麻薬

6 裁判員と裁判員制度

7 働き方改革について

8 民泊新法

9 1～８振り返りと小テスト

10 宗教と食事

11 IR法案とカジノ

12 オウム真理教と死刑

13 異常気象と台風

講師は政治学が専門で大学で教鞭をとる

14 地震の話

15 前期末試験

16 返却と解説

17 憲法改訂①

18 憲法改訂②

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 国内国際時事Ⅰ 木花 １単位：18

世界のニュース・動向を把握し、それに自分の考えや意見を持たせる。

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 世界首脳会議

2 ノーベル賞

3 貿易戦争

4 消費税

5 ハロウィン

6 アメリカの銃社会

7 原発の話

8 日本の領土問題

9 大阪万博２０２５　①

10 大阪万博２０２５　②

11 株式の話

12 振り返り小テスト・解説

13 宝くじの話

講師は政治学が専門で大学で教鞭をとる

14 インフルエンザの話

15 期末試験

16 返却と解説

17 バレンタインの知識

18 １年間のニュースについて

定期試験70　％　平常点30　％（発表20%　　レポート5　％　出席率5　％含む）



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 観光英語 松井 1単位・１８

観光英検2級又は3級取得

【講義概要】
グローバルな日常で使われる表現を学ぶ

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション　Ａｉｒｐｏｒｔ　観光英検の内容説明　単語①②

2 Ａｉｒｐｏｒｔ　Ｃｈｅｃｋ－Ｉｎ　ＣＩＱ　単語③④

3 Ｈｏｔｅｌ　Ｃｈｅｃｋ－Ｉｎ/Ｏｕｔ　単語⑤⑥　

4 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　オーダー席案内　単語⑦⑧

5 小テスト

6 Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ　パンフレットの見かた　申し込み　単語⑨⑩

7 Ｓｈｏｐｐｉｎｇ　道案内　決まり文句を覚える　単語⑪　

8 Ｔｒａｕｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　チケット買い方　

9 Ｐｒｏｂｌｅｍ＆Ｃｏｍｐｌａｉｕｔｓ　荷物紛失　部屋のトラブル

10 小テスト

11 Ａｉｒｐｏｒｔ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

12 Ｈｏｔｅｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

13 Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ　難易度の高い単語・フレーズを覚える

元客室乗務員が観光業界で日常的に使っていた英語を教える

14 過去問　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　

15 過去問　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　

16 期末テスト

17 テスト返却　過去問

18 まとめ

期末テスト５０　小テスト５０　提出物　授業態度



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 観光英語 松井 1単位・１８

観光英検2級又は3級取得

【講義概要】
グローバルな日常で使われる表現を学ぶ

授業計画及び学習内容

1 過去問　第３３

2 過去問　第３５

3 過去問　第３７

4 小テスト

5 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　部屋への案内

6 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ

7 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　機内Ｄｒｉｎｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ

8 小テスト

9 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　道案内

10 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｇｅｔｔｉｎｇ　ｔｏ　ａ　Ｈｏｔｅｌ

11 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　公共交通

12 小テスト

13 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｈｏｔｅｌ　Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ

14 Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　会話　Ｈｏｔｅｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ

14 過去問題

15 過去問題

期末テスト５０　小テスト５０　提出物　授業態度

元客室乗務員が観光業界で日常的に使っていた英語を教える

16 学年末テスト

17 テスト返却　振り返り

18 まとめ



【授業の到達目標及びテーマ】

回
　 　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 観光英検対策集中講座 岡野　秀子 １単位　18時間

サービス業界で実務に必要な用語、表現を習得し運用できるようにする。併せて、観光英検3級・2級取得を
目指す。

【講義概要】
接客業を志す者にとって、より多くのお客様に対応できるよう、観光英語を学ぶことによって、英語力の向
上をも目指します。

授業計画及び学習内容

1 ガイダンスUnit 1 Travel Information P6-P10 USA Travel Information①

2 Unit 1 Travel Information P11-P14 USA Travel Information②

3 Unit 2 At the Airport
P15-P17 Check-in
After cearning entry formalities

4 小テスト 　

5 Unit 3 Hotel P22-P24 Conversation (Booking)

6 Unit 3 Hotel P25-P28 TariffHotel System

7 Unit 4 Dining P32-41

8 小テスト  

9 Unit 5 Asking and Giving Directions P44-P47

10 Unit 6 Asking and Giving Directions P48-P50 Hong Kong

11 Unit 6 Busses and Trains P51-P54 Railways  Eurostar

12 Unit 7 Mailing and Money Exchanges
P56-P63 At the bank
At the post office

13 試験返却 試験返却　解答・解説　復習

14 Unit 10 Problems and Complaints P93-P102 様々な場面でのトラブル対処の表現

15 Unit 12 Sightseeing in Japan P114-129 日本の観光地

16 Unit 12 Sightseeing in Japan 祝祭日、文化

17 小テスト 　

18 まとめ

定期試験(40%)、小テスト(20%)、提出課題・出席率・授業態度(40%)

観光業界で使われる表現を学び、使ってみる（ペアワーク他）　元客室乗務員として活躍していた講師が、
観光業界で必須の英語を担当



【授業の到達目標及びテーマ】

回
1+23:23:28

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・集中

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 学習法Ⅰ 増田　浩美 1単位18時間

テクノスでの学生生活を円滑に進めるための心得を学ぶ

【講義概要】
日直制度について、ドレスアップとは、レポートの書き方また、ワークショップ等を行う

授業計画及び学習内容

1 自己紹介

2 自己紹介

3 自己紹介

4 講義形式の授業の受け方

5 実習形式の授業の受け方

6 インターンシップについて

7 レポート提出について

8 レポートの書き方

9 提出物について

10 日直制度について

11 一般的なドレスアップについて

12 オフィスカジュアルとは

13 学内での注意事項

担任が担当し、他学科ともコラボしながらワークショップも行う

14 学内でのルール

15 ワークショップ①

16 ワークショップ②

17 ワークショップ③

18 まとめ

出席率90％以上とする



【授業の到達目標及びテーマ】

回
1 数学ガイダンス
2 数と式の計算①
3 数と式の計算②
4 数と式の計算③
5 方程式と不等式①
6 方程式と不等式②
7 方程式と不等式③
8 関数①
9 関数②
10 関数③
11 図形①
12 図形②
13 図形③
14 確率など①
15 確率など②
16 確率など③
17 数学まとめ
18 前期期末試験
19 社会ガイダンス
20 日本国憲法①
21 日本国憲法②
22 政治①
23 政治②
24 経済①
25 経済②
26 国際関係①
27 国際関係②
28 社会まとめ
29 漢字の読み書き
30 慣用的な読み
31 同音異義語・同訓異字語
32 対義語・類義語
33 四字熟語
34 ことわざ・故事成語・慣用句
35 国語まとめ
36 後期期末試験

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

〇〇課程
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 １年・通年

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

テキストに掲載されている数学、社会、国語の各単元の問題演習を基本とするが、新聞やテレビ、インター
ネット等で報道されている日々のニュースや、自分自身の日々の生活シーンを想起してもらい、早速、学んだ
知識を生かす場面があることに気づいてもらうことから授業を展開する。担当教員は長年、専門学校生の就
職指導、基礎学習指導を行ってきており、その経験を基に、学生にとって、数学、社会、国語についてわかり
やすく、現在の学習と将来の生活に役立つべく授業を展開する。

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 一般常識１
亀田俊夫
原田敬三

１単位　３６時間

産業能率大学、中央大学、日本大学、星槎大学、姫路大学の各大学学習の基礎、ならびに、将来の就職試
験の基礎、社会人の基礎となる数学、社会、国語の知識を習得する。

【講義概要】
テキスト「整理と演習完成ワーク　一般常識　■書き込み式」を使用し、各単元における数学、国語、社会の
問題演習、解説を繰り返し、基礎知識の習得を目指す。

授業計画及び学習内容

前期（数学30点分換算）および後期（国語40点分換算、社会30点分換算）の期末試験を行い、100点満点で
評価する。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅠＡ 増田　浩美 1単位18時間

自分の思いを文章に書く、伝える上で必要な表現を確実にマスターする（漢字検定3級程度・文章検定3級
程度）

【講義概要】
検定試験問題を取り入れながら、個人指導もしていく

授業計画及び学習内容

1 プレースメントテスト

2 答え合わせ・解説

3 漢字テスト①　および解説

4 漢字テスト②　および解説

5 漢字テスト③　および解説

6 総合テスト

7 返却　解説

8 文章テスト①　および解説

9 文章テスト②　および解説

10 文章テスト③　および解説

11 総合テスト

12 返却　解説

13 漢字・文章テスト①　および解説

担任が担当する

14 漢字・文章テスト②　および解説

15 漢字・文章テスト③　および解説

16 総合実力テスト

17 外部の試験実施

18 まとめ

試験は60％を合格とする　不合格者はその都度再試を行う　すべて60％になるまで取り組む



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 一般常識ⅠB 協会専任講師 1単位18時間

マナープロトコール検定3級を取得する

【講義概要】
検定に向けて、模擬試験を数多く行う

授業計画及び学習内容

1 マナープロトコール検定　模擬試験

2 解説

3 テキスト序章

4 テキスト第１章

5 テキスト第２章

6 テキスト第３章

7 テキスト第４章

8 テキスト第５章

9 模擬試験

10 解説

11 テキスト第７章

12 テキスト第８章

13 テキスト第９章

マナープロトコース協会の専任講師が担当する

14 テキスト第１０章

15 模擬試験

16 解説

17 本試験

18 まとめ

マナープロトコール検定3級を取得すること　不合格者は再試験で取得すること



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 ヨガ アーロン、セリーナ １単位・１８時間

週一の授業で心も体もリフレッシュ

【講義概要】
体育館での実技

授業計画及び学習内容

1 腹式呼吸・瞑想

2 英語でヨガ、沖縄古武道術

3 英語でヨガ、沖縄古武道術

4 英語でヨガ、沖縄古武道術

5 英語でヨガ、沖縄古武道術

6 英語でヨガ、沖縄古武道術

7 英語でヨガ、沖縄古武道術

8 英語でヨガ、沖縄古武道術

9 英語でヨガ、沖縄古武道術

10 英語でヨガ、沖縄古武道術

11 英語でヨガ、沖縄古武道術

12 英語でヨガ、沖縄古武道術

13 英語でヨガ、沖縄古武道術

ネイティブの教員による授業

14 英語でヨガ、沖縄古武道術

15 英語でヨガ、沖縄古武道術

16 英語でヨガ、沖縄古武道術

17 英語でヨガ、沖縄古武道術

18 英語でヨガ、沖縄古武道術

出席率80％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 メイク＆ヘアー 久保田恵理・古田恵美 1単位18単位

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。ヘ
アマメイク事情。自身も相手のヘアメイクアレンジが出来るようになる。

【講義概要】
ヘアメイク全般の基礎知識の取得を目指す。自身の身だしなみの強化。

授業計画及び学習内容

1 メイク基礎　スキンケアー①

2 メイク基礎　スキンケアー②

3 道具について

4 メイク基礎①

5 メイク基礎②

6 メイク応用①

7 メイク応用②

8 作品発表

9 作品発表

10 ヘアー基礎①

11 ヘアー基礎②

12 ヘアー応用①

13 ヘアー応用②

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、15年以上もブライダル業界でヘアメイクアーティストとし活躍しており、実務経験に基づき現在
のウェディング事情も含めた授業を展開する。

14 ブライダルヘアメイクについて

15 ブライダルヘアメイクレッスン

16 ブライダルヘアメイクレッスン

17 作品発表

18 作品発表

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 マーチャンダイジング 未定 2単位　36時間

アパレル分野における、マーチャンダイジングの定義を学び、商品の流れを把握します。

【講義概要】
店舗における重要性を認識する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 バイヤーの役割

3 バイヤーの役割

4 情報収集　分析

5 情報収集　分析

6 情報収集　分析

7 情報収集　分析

8 復習

9 顧客ターゲット

10 顧客ターゲット

11 顧客ターゲット

12 復習

13 ショップコンセプト

元業界で活躍していた教員が担当

14 ショップコンセプト

15 ショップコンセプト

16 復習

17 定期試験

18 答案返却

定期試験70％　レポート30％



【授業の到達目標及びテーマ】

回
1+23:58A1623:5623:623:58　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 検定対策集中講座Ｂ 未定 2単位　36時間

アパレル企業、リテール企業で働くためのファッションビジネスの基礎的な知識・技術を生かせるよう、3級合
格を目指します。

【講義概要】
検定問題にも触れながら授業を展開する

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 マーケティング戦略

3 マーケティング戦略

4 マーケティング戦略

5 マーケティング戦略

6 マーチャンダイジング戦略

7 マーチャンダイジング戦略

8 マーチャンダイジング戦略

9 復習

10 流通戦略

11 流通戦略

12 流通戦略

13 復習

元業界で活躍していた教員が担当

14 マネジメント知識

15 マネジメント知識

16 マネジメント知識

17 定期試験

18 答案返却

定期試験70％　平常点30％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ホスピタリティサービスＡ 新井凡子 1単位・１８

人間関係を大切にし、社会人としてふさわしい人材を育てる　自分自身を見つめなおし、コミュニケーション
能力を向上させる

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 ガイダンス　サービスとホスピタリティの違い

2 アンケート実施（最終授業にてフィードバックあり）

3 自己分析

4 人間関係に大切な5つの基本　5原則の導入

5 人間関係に大切な5つの基本　①挨拶　返事

6 人間関係に大切な5つの基本　②身だしなみ

7 人間関係に大切な5つの基本　③笑顔　表情

8 人間関係に大切な5つの基本　④態度　立ち居振る舞い

9 人間関係に大切な5つの基本　⑤ことば遣い

10 接客に相応しい言葉掛け　①

11 接客に相応しい言葉掛け　②

12 接客に相応しい言葉掛け　③

13 心に残るサービス

客室乗務員として国際線と国内線を経験　現場で経験した接客において最も大切である「おもてなし」を伝え
ている

14 心に残るサービス

15 5原則復習

16 期末テスト

17 テスト返却　説明

18 後期に向けて　クッションことばとは？

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ホスピタリティサービスＡ 新井凡子 1単位・１８

人間関係を大切にし、社会人としてふさわしい人材を育てる　自分自身を見つめなおし、コミュニケーション
能力を向上させる

【講義概要】
座学及びディスカッションにて

授業計画及び学習内容

1 敬語①　ワークシートにて

2 敬語②　ワークシートにて

3 敬語③　ワークシートにて

4 敬語小テスト

5 マナーチェック

6 サービスにおける６Ｓ

7 好感のもてる話し方・聴き方

8 感動を与えるサービス　そのポイント

9 顧客心理

10 顧客満足①

11 顧客満足②

12 ディスカッション

13 社会人としての心得

客室乗務員として国際線と国内線を経験　現場で経験した接客において最も大切である「おもてなし」を伝え
ている

14 まとめ①

15 まとめ②

16 まとめ③

17 期末テスト

18 返却および解説

出席率80％以上・定期試験60点以上・小テスト、授業態度、提出物などにて



【授業の到達目標及びテーマ】
日本フォーマルウェア協会が主催する、『フォーマルスペシャリスト準二級』に合格すること

日本フォーマルウェア協会が発行するフォーマルウェアルールブックを主な教科書とする

昨今の私服面接に対応すべく、スマートカジュアルの装い方を教える

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

1 フォーマルウェアとは？①正礼装　

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 フォーマルウェア 後藤純子 １単位：18

世界基準のルールを理解した上で日本の婚礼シーンにおいてはこのように着こなすなどローカルルールも身につける　

【講義概要】

日本の皇族　世界の王族貴族のフォーマル最新情報も伝える

授業計画及び学習内容

2 フォーマルウェアとは？②準礼装　略礼装　

3 フォーマルウェアとは？スマートカジュアル概要①

4 フォーマルウェアとは？スマートカジュアル概要②

5 正礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント　①

6 正礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント　②

7 準礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント

8 略礼装の男性と女性装いの法則と選ぶポイント

9 スマートカジュアル男性と女性装いの法則と選ぶポイント①

10 スマートカジュアル男性と女性装いの法則と選ぶポイント②

11 婚礼衣装ルール①

12 婚礼衣装ルール②

13 喪の装いルール①

フォーマルスペシャルスト検定１級（急ゴールドライセンス）保有。１２年間のブライダル業界在籍で培った
フォーマルスタイリングのスキルを落とし込みながらの授業を展開。

14 喪の装いルール②

15 フォーマルな場　日本と世界の違い　①

16 フォーマルな場　日本と世界の違い　②

17 教科書に掲載されている問題を試験

18 答え合わせと考察

フォーマルスタイリスト準２級合格



【授業の到達目標及びテーマ】

回

 
【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年　後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ファッション概論 未定 2単位　36時間

ファッションの歴史、専門用語、仕事の種類とその役割について学びます。

【講義概要】
常に今の業界をキャッチすること

授業計画及び学習内容

1 オリエンテーション

2 ファッション業界とは

3 ファッション業界とは

4 ファッション業界とは

5 小テスト

6 ファッション業界の仕事内容

7 ファッション業界の仕事内容

8 ファッション業界の仕事内容

9 小テスト

10 専門用語について

11 専門用語について

12 専門用語について

13 専門用語について

元業界の方が担当

14 総復習

15 総復習

16 定期テスト

17 答案返却

18 総括

定期テスト50％、小テスト30％、平常点20％



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

　商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎 ネイル基礎 寺西さくら １単位１８時間

多くの仕事の知識を得ることで、職場での理解や共存、また自身の興味や才能を引き出すことが出来る。
ネイル業界の関わり、ネイル全般の基礎を学ぶ。

【講義概要】
ネイル事情、ネイル全般の基礎知識目指す。

授業計画及び学習内容

1 ネイル基礎　爪のしくみ

2 ネイル基礎　爪のしくみ

3 ネイル基礎　甘皮処理

4 ネイル基礎　甘皮処理

5 ブライダル業界でのネイル事情

6 ブライダル業界でのネイル事情

7 ポリッシュネイル基礎①

8 ポリッシュネイル基礎②

9 ポリッシュネイル基礎③

10 ポリッシュネイル基礎④

11 作品制作

12 作品制作

13 作品発表

実用的な学習、演習を取り入れ、講義形式、実技形式を基本とする。
担当教員は、15年以上もブライダル業界でネイリストとし活躍しており、自身でもサロンを経営。実務経験に
基づき現在のウェディング事情も含めた授業を展開する。

14 作品制作

15 作品制作

16 作品発表

17 作品発表

18 振り返り

講義全体を100点満点として採点。実技発表70点、授業への参加意欲20点、出欠席10点から成績評価を行
なう。



【授業の到達目標及びテーマ】

【成績評価方法】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

【講義概要】

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

専門基礎科目 ドレススタイリング 後藤純子 １単位：１８

一人で新郎新婦の衣装選びとスタイリング提案と着せ替えが出来るようになる。　　ご両親の衣装提案も
ご両親の衣装の提案もできるように指導

オリジナルで作成したスタイリング概論スライドを中心にして、実際のドレスやタキシードや小物を使い指導

授業計画及び学習内容

1 ブライダルの仕事　プランナーとドレススタイリスト　

2 最新ブライダル業界情報

3 新郎新婦の婚礼衣装の種類　①

4 新郎新婦の婚礼衣装の種類　②　＋両親の衣装の種類

5 アクセサリーの種類　アクセサリーの選び方　

6 ドレスのシルエットその由来と考察　

7 ドレスの生地について考察

8 ウェディングドレスに対するアクセサリーのスタイリング方法（オリジナルメソッド）

9 ウェディングブーケスタイルと花の種類　最新トレンド考察

10 顔型別ヘッドドレスのスタイリング　ティアラのつけ方実習

11 顔型別ヘッドドレスのスタイリング　ベールのつけ方実習

12 ドレスサロン用ヘアスタイリング実習　①

13 ドレスサロン用ヘアスタイリング実習　②

14 ウェディングドレスとタキシードの着付け方　①

18 ドレススタイリング実習

ドレススタイリングをテーマに合っているか、モデルの顔型に合ったヘアスタイリングされているか、コー
ディネイトが一定の法則に沿っているかを評価

服飾専門学校卒業後、一般企業で総務・経理を経験後、ブライダル業界へ転職。婚礼衣装全般を主力ス
キルにしながら、写真事業と国内挙式の新規事業の商品開発と運営も経験。「衣装から始まるブライダル
プランニング」をテーマに授業を展開しております。江戸時代からの婚礼の歴史を踏まえ、その時々の流
行を捉えながらの婚礼スタイルを背景にしながら、経験から作り上げたスタイリング概論を展開しておりま
す。

15 ウェディングドレスとタキシードの着付け方　②

16 ドレススタイリング実習　

17 ドレススタイリング実習



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 コンピュータ実習I 千葉 輝子 2単位・72

Microsoft Office Specialist合格を目指す

【講義概要】
仕事としてつかえるスキルの修得

授業計画及び学習内容

1
Windowsの基本操作・タイピング練習：フォルダの作成・Mika Typeのコピー及び練習方法の説明

2 文字入力の基本：ファンクションキーなどを使用した文字入力

3 出題範囲1:タイピング練習・ファンクションキーなどを使用した文字入力

4 出題範囲2-1:タイピング練習・文字、段落、セクションの書式設定

5 出題範囲2-2:タイピング練習・文字、段落、セクションの書式設定

6 出題範囲3-1：タイピング練習・表やリストの作成

7 出題範囲3-2：タイピング練習・表やリストの作成

8 出題範囲3-3：タイピング練習・表やリストの作成

9 出題範囲4-1：タイピング練習・参考資料の作成と管理

10 出題範囲4-2：タイピング練習・参考資料の作成と管理

11 出題範囲4-3：タイピング練習・参考資料の作成と管理

12 出題範囲5-1：タイピング練習・グラフィックの挿入と書式設定

13 模擬試験：第1回模擬試験①

企業のパソコン講師も担当している方による専門的授業　あらゆるソフトを使いこなすプロフェッショナル

14 模擬試験：第２回模擬試験①

15 中間試験：第1回模擬試験

16 模擬試験：第3回模擬試験①

17 模擬試験：第4回模擬試験①

18 MOS Word 　本試験

入力スピードテスト（検定合格基準）　出席率80％以上　課題作成速度、正確度など



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 コンピュータ実習I 千葉 輝子 2単位・72

Microsoft Office Specialist合格を目指す

【講義概要】
スピード、正確さを求める　検定取得は勿論、仕事としてつかえるスキルを身につける

授業計画及び学習内容

1 出題範囲2-1：タイピング練習・セルやセル範囲のデータの管理

2 出題範囲2-2：タイピング練習・セルやセル範囲のデータの管理

3 出題範囲5-1:タイピング練習・グラフやオブジェクトの作成

4 出題範囲5-2:タイピング練習・グラフやオブジェクトの作成

5 出題範囲1-1：タイピング練習・ワークシートやブックの作成と管理

6 出題範囲1-2：タイピング練習・ワークシートやブックの作成と管理

7 出題範囲3-1：タイピング練習・テーブルの作成

8 出題範囲3-2：タイピング練習・テーブルの作成

9 出題範囲4-1：タイピング練習・数式や関数を使用した演算の実行

10 出題範囲4-2：タイピング練習・数式や関数を使用した演算の実行

11 模擬試験：第1回模擬試験①

12 模擬試験：第２回模擬試験①

13 模擬試験：第２回模擬試験②

企業のパソコン講師も担当している方による専門的授業　あらゆるソフトを使いこなすプロフェッショナル

14 模擬試験：第3回模擬試験①

15 模擬試験：第4回模擬試験①

16 模擬試験：第4回模擬試験②

17 模擬試験：第5回模擬試験

18 MOS Excel 　本試験

入力スピードテスト（検定合格基準）　出席率80％以上　課題作成速度、正確度など



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 １年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 カラーコーディネートⅠ 田雜 ２単位：３６

色彩の基礎やパーソナルカラー（似合う色）の理論を学ぶことで感覚や意識・・・センスアップを図る。ブライ
ダルのイメージにも楽しく関わり合っていく内容とする。

【講義概要】
前期は色の基本を理解し、色彩検定３級または２級合格を目指す。

授業計画及び学習内容

1 カラーコーディネートの基本性・１年間の内容・ブライダル科としての目的

2 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）①

3 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）②

4 色の基本/色彩体系（色相・明度・彩度／トーン）③

5 色の基本/色彩調和（色調）配色の基本的な考え方

6 色の基本/色彩調和（トーン）配色の基本的な考え方

7 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色１

8 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色２

9 色の基本/色彩調和（グラデーション・アクセント・セパレーション）配色３

10 パーソナルカラー「人には似合う色のグループがあること」を理解

11 パーソナルカラー　色の見方・区別を知る／コラージュ製作

12 色の基本と復習・まとめ・テスト

13 テスト振り返り

現役カラーリストの講師による授業　色彩検定・パーソナルカラー検定取得を目指す

14 光と色　なぜ、色が見えるのか。　可視光／視覚／光の性質

15 光と色　混色について①

16 光と色　混色について②

17 ファッションと色彩　ファッションコーディネートにおける色彩／調和と構成

18 インテリアと色彩　インテリアのカラーこでぃネーション／調和と構成

講義全体を１００点満点としての採点　色彩検定合格者に４０点、授業への意欲、スクラップ製作２０点



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
２０１９年度 １年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 カラーコーディネートⅠ 田雜 ２単位：３６

色彩の基礎やパーソナルカラー（似合う色）の理論を学ぶことで感覚や意識・・・センスアップを図る。ブライ
ダルのイメージにも楽しく関わり合っていく内容とする。

【講義概要】
前期は色の基本を理解し、色彩検定３級または２級合格を目指す。

授業計画及び学習内容

1 色知覚：色相・明度・彩度による見え方の違い

2 まとめ　前期までの内容と色知覚までのテストを実施

3 色彩検定対策１

4 色彩検定対策２

5 色彩検定対策３

6 色彩検定対策4

7 色彩検定対策5

8 色彩検定後の模範解答と解説

9 スクラップブック製作　１．ブライダルをイメージした配色

10 スクラップブック製作　２．イメージ配色をベースにドレスや空間をチェック

11 スクラップブック製作　３．選択したドレスや空間を配色

12 スクラップブック製作　４．４タイプのカラーパレットを作成

13 スクラップブックの仕上げ①

現役カラーリストの講師による授業　色彩検定・パーソナルカラー検定取得を目指す

14 スクラップブックの仕上げ②

15 スクラップブックの提出

16 期末試験

17 期末試験振り返りと返却

18 まとめ

講義全体を１００点満点としての採点　色彩検定合格者に４０点、授業への意欲、スクラップ製作２０点



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 英会話Ⅰ 外国員講師 １単位・36

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授
業。アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

1 Greetings, introductions & exchanging information　英語での挨拶、紹介、質問

2 Present Tense　現在形

3 動詞'Be'　　'Be'　動詞

4 School Life　学校生活やアルバイト

5 Describing People　仕草を説明

6 Family and Friends　家族、親族、友達

7 定期試験

8 Travel Survival Communications　旅行の英語

9 Travel Safety　海外で身を守るコツ

10 Finding a Hotel　ホテルを探す・チェックイン

11 Jobs & Careers　仕事やキャリア

12 Questions　現在形

13 Hobbies, Fashion & Sports　趣味、ファッション、スポーツ

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

14 The Best　比較形

15 Food and Restaurants　レストランでの注文

16 The Perfect Sandwich　サンドイッチの作り方

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：
D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門過程
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年・後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 英会話Ⅰ 外国員講師 １単位・36

 基本の英語をしっかり練習しながら、間違いを恐れずコミュニケーションを図ること。

【講義概要】
コミュニケーションを中心に、英会話を聞き取り、自らのことを話せるようになるための授
業。アクティビティー 、ゲーム、ロールプレイ等を通し、英語を基礎から学びます。

授業計画及び学習内容

1 Planning a trip.　旅行の計画

2 Airport English.　空港での英語

3 Staying at the hotel.　ホテルでの英語

4 Where are you from?　出身地

5 Making small talk.　　雑談

6 What not to talk about.　初対面の人と、話してはいけないテーマ

7 定期試験

8 Directions.　目的地までの行き方

9 Public Transportation.　　公共交通機関

10 Food　食べ物

11 Travel manners and safety.　海外と日本のマナーや習慣の違い

12 Making requests.　相手へのお願い

13 Culture Shock.　文化の違い

会話形式を中心に、ロールプレイなども取り入れ、授業を実施。様々な国籍の外国人教師
が担当する。

14 American Joke　ユーモアの違い

15 If I could travel anywhere　理想の旅行先

16 Sharing my dream vacation　理想の旅行先をクラスに説明

17 定期試験

18 フィードバック

定期試験、参加意欲、小テストを全体として評価する。
評価基準は100点～90点：S　89点～80点：A　79点～70点：B　69点～60点：C　59点以下：
D（不履修）とする。
なお出席全体の2/3以下の場合は、成績評価の対象外となるので注意すること。



【授業の到達目標及びテーマ】

回

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年：前期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座Ⅰ 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 1，2年生の自己紹介及び担任・副担任の役割を認識してもらう

2 職業を得るとはどういうことか考える

3 テクノスノートを使用し、1年間の過ごし方を考える

4 今年度の目標設定をする

5 目標を達成するための計画をつくる

6 計画を実行するためのは？メンター・メンティ制度導入

7 お互いに観察し、振り返りを共有

8 学修機会（ＩＷ）の再確認

9 ＩＷでゲストをもてなすためにできること

10 フィールドワークとは？その目的、目標は何？

11 事前プレゼンテーション

12 実際に探求、体験、その成果検証

13 報告プレゼンテーション準備

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション

15 プレゼンテーション

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・プレゼンテーションなどの成果にて



【授業の到達目標及びテーマ】

回
　

【成績評価方法】

【授業の特徴・形式と教員紹介】

商業実務専門課程　
ファッションビジネス科

大学コース
2019年度 1年：後期

開講課程 開講学科・コース 開講年度 履修対象

講義区分 授業科目名 担当教員 単位・時間数

一般教養科目 職業適性講座Ⅰ 増田　浩美 1単位・１８

テクノスの学修機会を存分に体験してもらう「しくみ」を伝え、成長を実感してもらう

【講義概要】
学年の違いを活かした協働授業をすることで、それぞれの自覚を促す

授業計画及び学習内容

1 学修機会を使い切ろう　後期の目標

2 テクノスノートを使用し、明確にする

3 目標達成するための工夫をディスカッションする

4 成長した部分の確認

5 工夫を今後に活かす

6 マナープロトコール検定に向けて

7 マナープロトコール検定　模擬試験①

8 マナープロトコール検定　模擬試験②

9 マナープロトコール勉強会

10 マナープロトコール勉強会

11 フィールドワーク②内容を決める

12 事前プレゼンテーション

13 フィールドワーク

教員免許を取得後、テクノスの教員として35年のキャリアを持つ　また、企業の新入社員研修も担当

14 プレゼンテーション準備①

15 プレゼンテーション準備②

16 振り返りスピーチ

17 振り返りスピーチ

18 まとめ　

出席率80％以上・スピーチ、プレゼンテーションなどの成果にて


