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科目のねらい
社会人として将来、どのような仕事が
あり、学んでいることとどのように結び
つくかを知ることは、授業への動機
づけだけではなく、仕事への夢が形
になって現実化できる一歩である。こ
こでは、業界からのメッセージを聞く
機会を増やし、学生のモチベーショ
ンを上げることをねらいとする。

教科書・教材
プリント配布。また、授業や講演会で
とるノートやメモも大切な教材となる
ので、指示がなくてもメモをとるように
すること。

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ホテル業界での勤務経験のある
教員が担当。語学力が活かせる業
界を多方面にわたって学び、視野を
広げながら就職活動の準備ができる
ようにする。実際に企業の講演を定
期的に聴講することで、緊張感を持
ちながら準備を行う。一般常識やＳＰ
Ｉに必要な学習も行う。

到達目標
【専門知識スキル】：就職活動の準
備に必要な知識を身につける。
【社会人基礎力】：主体性、働きかけ
力、柔軟性等（詳細は、各講の「当
授業でのターゲット社会人基礎力」
部分参照）。ディスカッションを通し
て、主体的に行動し、各自に発信し
ながら、就職活動について自らの問
題点を見出す能力を身につける。

評価項目1
備考
【受講ルール等】：資料配布は授業内とする。講 以下備考欄【評
演会ではメモを取る習慣をつける。 【評価の観 価項目（評価の
点】：語学力を活かせる業界への理解が深められ 方法）】参照
ているか。就職試験対策が行えるか。メモがとれ
るか。 【その他】：3、4人のグループワークも適宜
取り入れ実施。 【評価項目（評価の方法）】：出席
率と各講の課題（レポート提出や発表等）と内容100% (必要出席率を含む）

評価率1
100

実
施
テーマ
内容（詳細）
習得目標
ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力
回
1 (1)科目の狙い、到達レベル、講義計 (1)いろいろな業界について知る。(2) (1)就職活動をする準備として、業界 傾聴力
画等の説明（30分）
(2) 各業界の 就職活動の準備として新聞記事を読 や自分自身を知る必要性がわかるよ
紹介1
む必要性について
うになる。(2)就職活動における新聞
記事を読む意義について理解する。

重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）
【授業運営方法】：アクティブラーニングを原則とす 課題提出は期限
る。 小テストで理解度チェックができるようにす
厳守。テストは予
る。【持参物】メモを取る癖をつける為に筆記用具 告する。
ノートは必須である。講演を聴講する際はスーツ
着用が原則である。

2

世界にあるシティホテルを５つ、特徴 (1)特定のホテル業界、タイプについ 書物、インターネット、使用しながら 主体性、働きかけ力、ストレスコント
などを詳しく調べる
て詳しく調べる。
ホテルの代表といえるべき、シティホ ロール力
テル、リゾートホテルとはなにかを知
ることができる。

グループワーク

〃

3

世界にあるリゾートホテルを５つ、
特定のホテル・サービス業界、タイプ 書物、インターネット、使用しながら /高橋
他、ホテルの種類、特徴などを詳しく について詳しく調べる。
ホテルの代表ともいえるシティホテ
調べる。
ル、リゾートホテルとはなにかを知る
ことができる。

〃

〃

4

発表、報告

〃

〃

5

講演会１

個人作業等

〃

6

歴史的に名をなしたホテリエを3人調 (1)特定の業界について詳しく調べ
べる
る。

ホテル、サービス業で大成功した人 主体性、働きかけ力、計画性
物のものの考え方、見方を知り、将
来の自分の人生の指針とする。

グループワーク

〃

7

講演会2

(1)講演会を聴いて、その業界の知
識を深める。(2)まとめの課題

講演を聴講し、メモが自然にとれるよ 傾聴力
うになる。

個人作業等

〃

8

卒業生との交流

先輩の話を聞いて、業界で活躍する 先輩の話から業界について知って 主体性、働きかけ力、計画性
ための心構えを知る。
おくべき知識を身につけることができ
る。

個人作業等

〃

グループごとで調べたシティホテル、 書物、インターネット、使用しながら ・高橋
リゾートホテルの特徴などを、皆の前 ホテルの代表といえるべき、リゾート
で発表する。
ホテルとはなにかを知ることができ
る。
(1)講演会を聴いて、その業界の知 講演を聴講し、メモがとれるようにな 傾聴力
識を深める。(2)まとめの課題
る。
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講演会3

(1)講演会を聴いて、その業界の知
識を深める。(2)まとめの課題

個人作業等

〃

10 歴史的に名をなしたホテリエを3人調 (1)ホテル・サービスの業界人物につ ホテル、サービス業で大成功した人 主体性、働きかけ力、計画性
べた結果の発表
いて詳しく調べた結果の発表。
物のものの考え方、見方を知り、将
来の自分の人生の指針とする。

グループワーク

〃

11 講演会4

個人作業等

〃

12 ホテル・サービス業界についての認 ホテル・サービス業界について、学 今までの自分が見てきた夢と業界の 主体性、働きかけ力、計画性
識確認
習してきた後の業界にたいしての認 現実を知り、受け止め、なりたい自分
識を面談方式で確認する。
の確立が出来るようになる。

個人作業等

〃

13 講演会5

(1)講演会を聴いて、その業界の知
識を深める。(2)まとめの課題

個人作業等

〃

14 業界のまとめ

ホテル・サービス業界の特徴を整理 自分に合った進路、適性を総合的に 課題発見力
する。
考えられる姿勢を身につける。

個人作業等

〃

(1)講演会を聴いて、その業界の知
識を深める。(2)まとめの課題

講演を聴講し、メモが自然にとれるよ 傾聴力
うになる。

講演を聴講し、自然にメモがとれ、質 傾聴力
問や疑問点を見つけることができる
ようになる。

講演を聴講し、自然にメモがとれ、質 傾聴力
問や疑問点を見つけることができる
ようになる。

15
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科目のねらい
教科書・教材
目指す職業に就くためには、就職活 （1）2021年度のTRIDENT Career
動のための十分な準備が必要で
Guide Book の他、プリントを使用。
す。自信をもって就職活動を順調に
スタートさせることができることを目標
とし、そのためのモチベーションの持
ち方、ツールの書き方などを学ぶ。

授業概要
前期は、自己分析、履歴書作成、作
文、業界・業種研究、面接試験の種
類やそれに対する受け答えの基本
を習得する。

実
施
就職活動を
内容（詳細）
習得目標
回
1 オリエンテーション(1)科目の狙い、 （1）科目の狙い（2）到達レベルの目 科目の趣旨の理解
到達レベル、講義計画等の説明（30 標設定（3）講義スケジュール（4）就
分）
(2)就職までのステップ
職するまでのステップ

到達目標
【専門知識スキル】：（1）自己分析が
でき、かつ自分の強みについて体験
を紹介しながら、相手に伝わる表現
ができる。 （2）履歴書作成および作
文の書き方を理解し、実行できる。
（3）社会にどのような仕事があるか、
業界・業種の知識を深め、業界の理
解や職種に対する知識をつける。
（4）面接の基本動作ができる。【社会
人基礎力】：社会に適応できる基本
的な知識や発信力を得る。

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

評価項目1
備考
【受講ルール等】：ガイドブックは必ず持参する。 以下備考欄【評
後期も使用。 課題については、基本的に授業時 価項目（評価の
間内で提出。【評価の観点】： 【その他】：3-4人 方法）】参照
のグループワークも適宜取り入れ実施。 【評価項
目（評価の方法）】：授業への取り組み（積極的な
姿勢、模擬面接受け答え、課題など） 40%、 小テ
スト合計－20%、履歴書・自己PRなどの提出課題
の充実度－40% なお、欠席・遅刻・早退はその回
数に応じて減点をおこなう。
対面授業とオンライン授業を並行する可能性があ
ります。
進捗状況により内容変更の可能性があります。

授業運営方法・持参物 等

傾聴力、理解力

【授業運営方法】：Career Guide Bookやプリントに
沿って就職までのステップを理解

主体性、働きかけ力

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ

重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）

2

自己分析Ⅰ

就職活動における自己分析の必要 自己分析の重要性の理解と実践
性

3

自己分析Ⅱ

自己分析の流れ
イメージマップの作成、過去の出来
事の洗い出し

自分史を作成し、自分の表現すべき 課題発見力
ポイントをつかむ。

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

4

自己分析Ⅲ

自分の強みの整理 ピックアップす
るポイントを見つけ出す。

エピソードの整理

発信力

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

5

履歴書の書き方（左側）

トライデントの指定の履歴書の書式、 履歴書左側の書き方、情報の整理
履歴書記入のポイントや注意点

発信力

【授業運営方法】：履歴書のフォーマットに従って
内容を充実させる。

6

履歴書の書き方、性格診断

履歴書の完成、適性診断テスト
（TEG）およびクレペリン検査

履歴書左側の書き方、情報の整理 発信力
をすすめ完成させる。性格検査実践

【授業運営方法】：履歴書のフォーマットに従って
内容を充実させる。

7

自己分析Ⅳ

周りから見た自分、長所・短所、表現 自分の長所・短所などを自分の言葉 発信力
力を高める。
で表現できるように実践。
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課題提出

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出
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自己分析Ⅴ

原稿用紙の書き方、作文の書き方

9

履歴書の書き方（右側）

自己紹介書、趣味・特技の書き方を 履歴書（右側）の書き方を理解する。 発信力
中心にまとめる。

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

10 業界・業種研究

業界知識 自分のやりたいこと、でき 業界・業種についての理解。自分の 傾聴力、理解力
ることとのすりあわせ
志望と資質、能力について整理

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

11 会社の基礎知識

会社組織 大企業と中小企業、労働 会社の組織、企業規模、労働条件な 傾聴力、理解力
条件と求人票の見方
どの基本知識を習得。求人票の見
方を理解する。

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

12 働く自分をイメージ

理想とする人物から働く自分をイメー
ジする。志望業界・職種の知識を深
め、5年後・10年後の目標設定、ライ
フプランの作成
面接試験の形式、流れ、評価のポイ
ント、よく聞かれる質問への応対

職業観、志望業種、職種を絞り、そ 計画力
の理由を説明できるようにする。自分
の将来像をイメージする。

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 課題提出

面接試験の流れを理解する。

発信力・主体性

【授業運営方法】：プリントで基本知識を学び、実
践

14 面接練習Ⅱ

基本動作、入退室、模擬面接

基本動作や受け答えの実践。

発信力・主体性

【授業運営方法】：プリントで基本知識を学び、実
践

15 期末テスト

提出課題

提出課題によるテスト

発信力・主体性

【授業運営方法】：前期の理解度をチェック

13 面接練習Ⅰ

原稿用紙の使い方、作文の書き方を 発信力
理解する。自己PR文の基本

2 / 2 ページ

【授業運営方法】：プリントに従ってステップアップ 作文課題提出

テスト

21前期_サービス系1年_料飲基礎知識_田村_実務家.xlsx
科目のねらい
教科書・教材
ホテルの料飲部門で提供される料 ホテルテキスト料飲Ⅰレストラン・宴
理、飲料に関する基本知識を習得 会編、科目関連資料,ホテルテキスト
する。料理は西洋料理（フランス）を 料飲バー、ラウンジ編
中心に学び、日本、中国、イタリア料
理と他世界の料理の特徴などの概
要を押さえる。飲料はアルコール飲
料全般について学ぶとともにサービ
スの基本技能も習得する。
実
施
テーマ
回
1 科目のねらい、到達レベル、講義計
画の説明（３０分）メニューの構成で
読み方や決まりなど料理を知る前に
必要なことを学ぶ。

内容（詳細）

授業概要
西洋料理、特にフランス料理（あらゆ
る意味で世界の基本であり、外交的
晩餐会などでは最も一般的な料理と
しての地位も確立している）の内容を
中心に世界の料理の特徴を学ぶ。
ホテルで扱う避ける意の特徴を学び
説明が出来るようになり、且つ料理と
酒との相性や関連性などを学ぶ

到達目標
専門スキル：実際のサービスにおい
てスムーズに動くことができる。料理
等の内容について客からの質問に
答えることができる。酒類の知識を
自分のものとする。

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

評価項目1
備考
【受講ルール等】授業態度、参加貢献度が最重要 以下備考欄【評
性をもつ。授業理解度も評価の重度。【評価の方 価項目（評価の
法】貢献度、習得度が優秀（テスト等結果）40％授 方法）】参照
業態度30％課題提出等30％

授業運営方法・持参物 等

料理を扱うところでは必ず必要となる これから学習する内容、意味を理解 傾聴力
メニュー、まずは、その役割とメ
し、テーマを把握する。
ニューの持つ意味を食事のルーツと
ともに学習していく。

科目専用ノート、筆記用具

2

科目のねらい、到達レベル、講義計
画の説明（３０分）メニューの構成で
読み方や決まりなど料理を知る前に
必要なことを学ぶ。

メニューの役割からメニューはどこに これから学習する内容、意味を理解 傾聴力
伝わり洗練されフランス料理と関係し し、テーマを把握する。
ていったか、ヨーロッパの食の歴史と
ともに理解していく。

科目専用ノート、筆記用具

3

メニューの構成、フランス料理の歴
史（食文化）を学習する。

メニューの役割からメニューはどこに フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
伝わり洗練されフランス料理と関係し 食材の種類、内容、サービスの組み
ていったか、ヨーロッパの食の歴史と 立てから基本をもう一度身につける。
ともに理解していく。

科目専用ノート、筆記用具

4

メニューの構成、フランス料理の歴
史（食文化）を学習する。

西洋料理の特徴を学ぶ。イタリアとフ フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
ランスの関係、イタリア料理からフラ 食材の種類、内容、サービスの組み
ンス料理が受けた影響。
立てから基本をもう一度身につける。

科目専用ノート、筆記用具

5

西洋料理の知識(フランス料理のフ
ルコースの内容、順番、特徴、種類
などこれから詳しく学習していく内容
の流れ、手順を理解する。

フランス料理（フルコース）の解説
フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
順番をおぼえ各種食材の特徴を習 食材の種類、内容、サービスの組み
得する。あわせてコースに提供する 立てから基本をもう一度身につける。
酒も解説していく。

科目専用ノート、筆記用具

6

西洋料理の知識(フランス料理のフ
ルコースの内容、順番、特徴、種類
などこれから詳しく学習していく内容
の流れ、手順を理解する。

フランス料理（フルコース）の解説
フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
順番をおぼえ各種食材の特徴を習 食材の種類、内容、サービスの組み
得する。あわせてコースに提供する 立てから基本をもう一度身につける。
酒も解説していく。

科目専用ノート、筆記用具

7

フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
フランス料理（フルコース）の順番か フランス料理（フルコース）の解説
ら供される食材、料理の特徴を詳しく 順番をおぼえ各種食材の特徴を習 食材の種類、内容、サービスの組み
学習し知識とする。
得する。あわせてコースに提供する 立てから基本をもう一度身につける。
酒も解説していく。

科目専用ノート、筆記用具
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8

フランス料理（フルコース）の順番か フランス料理（フルコース）の解説
フランス料理フルコースで扱われる 傾聴力、課題発見力、規律性
ら供される食材、料理の特徴を詳しく 順番をおぼえ各種食材の特徴を習 食材の種類、内容、サービスの組み
学習し知識とする。
得する。あわせてコースに提供する 立てから基本をもう一度身につける。
酒も解説していく。

科目専用ノート、筆記用具

9

日本料理の知識（会席、懐石、本
膳、精進）メニューマナー

日本料理のタイプ別にマナー、しき 本膳料理から始まる日本料理の
傾聴力、課題発見力、規律性
たりを習得する。
ルーツや変遷を辿りながら特徴や内
容などを学ぶ。

科目専用ノート、筆記用具

10 日本料理の知識（会席、懐石、本
膳、精進）メニューマナー

日本料理のタイプ別にマナー、しき 本膳料理から始まる日本料理の
傾聴力、課題発見力、規律性
たりを習得する。
ルーツや変遷を辿りながら特徴や内
容などを学ぶ。

科目専用ノート、筆記用具

11 中国料理の知識（４大大陸のそれぞ ４大大陸の特徴を代表料理とともに
れの内容、歴史、特徴違い）食に対 学習していく。中国料理のコースメ
する考え方、捉え方、それによって ニューも学習する。
完成された料理のマナーを習得す
る。

中国は料理に対して他国とは違う考 傾聴力、課題発見力、規律性
え方をしている。それを探りながら特
徴や特徴やメニュー内容など詳しく
学ぶ。

科目専用ノート、筆記用具

12 中国料理の知識（４大大陸のそれぞ ４大大陸の特徴を代表料理とともに
れの内容、歴史、特徴違い）食に対 学習していく。中国料理のコースメ
する考え方、捉え方、それによって ニューも学習する。
完成された料理のマナーを習得す
る。

中国は料理に対して他国とは違う考 傾聴力、課題発見力、規律性
え方をしている。それを探りながら特
徴や特徴やメニュー内容など詳しく
学ぶ。

科目専用ノート、筆記用具

13 イタリア、韓国、そのほか世界の料理 世界の料理を調べるとともに食文化 世界の料理の特徴、料理に関しての 傾聴力、課題発見力、規律性
の特徴や違い、メニュー内容を学び についても考える。
考え、内容を学ぶ。
料理を通して各国の国柄を学ぶ。

科目専用ノート、筆記用具

14 食材知識まとめ

食材知識まとめ

科目専用ノート、筆記用具

15 酒類の歴史、酒はどのようにして生
まれどのようにして世界に広まって
いったのか？

飲料の知識内容習得のねらい、必 これから学習する内容、意味を理解 傾聴力
要性を説き講義計画の説明をし、理 し、テーマを把握する。
解させる。

科目専用ノート、筆記用具

16 醸造酒、蒸留酒、混成酒を学ぶ。そ 酒とは何か？というところから始め
酒の基本を学び自分のものにする。 傾聴力
れぞれのタイプの特徴を覚える。
ヨーロッパを中心に酒の伝播、種類
を覚える。醸造酒、蒸留酒、混成酒
の内容と代表的な品種を理解する。

科目専用ノート、筆記用具

17 蒸留酒（ウイスキー、ブランデー）の
特徴を学習する。

ウイスキー、ブランデーを原料から製 講義内容をノートに記しながら理解
造工程など比較し特徴をおぼえる。 していく。

傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

18 醸造酒（ビール、リキュール）の特
徴、カクテルで扱うリキュール、カク
テルレシピ（基本）を覚える。

ウイスキー、ブランデーを原料から製 講義内容をノートに記しながら理解
造工程など比較し特徴をおぼえる。 していく。
醸造酒（ビール）リキュールの特徴を
製造工程などから理解し習得する。

傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

食材知識まとめ

傾聴力、課題発見力、規律性
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19 ワインの歴史とワイン用ブドウ品種
（赤、白）

ワイン用ブドウ品種を世界国別に調 講義内容をノートに記しながら理解
べその特徴を理解、習得する。
していく。

傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

20 各種ワインのタイプ、特徴

スティルワインからアロマタイズドワイ 講義内容をノートに記しながら理解
ンにいたるまで各種ワインの特徴を していく。
覚える。

傾聴力

科目専用ノート、筆記用具

21 各種ワインのタイプ、特徴

スティルワインからアロマタイズドワイ 講義内容をノートに記しながら理解
ンにいたるまで各種ワインの特徴を していく。
覚える。

傾聴力

科目専用ノート、筆記用具

22 世界有名ワイン産地と特徴（フラン
ス、イタリア、アメリカ）

フランスワインからアメリカワインまで 講義内容をノートに記しながら理解
の特徴をブドウ品種を詳しく学びな していく。
がら習得していく。

傾聴力

科目専用ノート、筆記用具

23 世界有名ワイン産地と特徴（フラン
ス、イタリア、アメリカ）

フランスワインからアメリカワインまで 講義内容をノートに記しながら理解
の特徴をブドウ品種を詳しく学びな していく。
がら習得していく。

傾聴力

科目専用ノート、筆記用具

24 世界有名ワイン産地と特徴（フラン
ス、イタリア、アメリカ）

フランスワインからアメリカワインまで 講義内容をノートに記しながら理解
の特徴をブドウ品種を詳しく学びな していく。
がら習得していく。

傾聴力

科目専用ノート、筆記用具

講義内容をノートに記しながら理解
していく。

実行力、傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

26 ワインサービス、カクテル実技練習

ワイン栓抜き、注ぎサービス、カクテ 学習してきたことを実践でやってみ
ルを使った小実技をやる
る。

実行力、傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

27 ワインサービス、カクテル実技練習

ワイン栓抜き、注ぎサービス、カクテ 学習してきたことを実践でやってみ
ルを使った小実技をやる
る。

実行力、傾聴力、主体性

科目専用ノート、筆記用具

28 まとめ

まとめ

まとめ

まとめ

科目専用ノート、筆記用具

29 テスト

まとめ

まとめ

まとめ

科目専用ノート、筆記用具

30 総まとめ

総まとめ

まとめ

まとめ

科目専用ノート、筆記用具

25 ワイン管理（貯蔵）の重要性とワイン ワイン管理に必要なことを、学び習
と料理の関係、テイスティングの方法 得していく。
を習得する。
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科目のねらい
本科目では、レストランサービスの基
礎を習得、及び社会人としての社会
の接遇マナー、西洋料理の基本的
なテーブルマナーを学びます。

教科書・教材
ホテルテキスト レストラン・宴会編
西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテル・レストラン・ブライダル関係の
ＤＶＤ視聴、３回程度予定。

実
施
テーマ
回
1 (1)科目の狙い、到達レベル、講義計 西洋料理、料飲接遇サービス技法
画等の説明（30分）
(2) 自己紹介 ホテルテキスト レストラン・宴会編
(3)レストランサービスについて

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ホテル業界での勤務経験のある
教員が担当。対面授業または、オン
ライン授業が対応できるように、スラ
イド形式にて教本の内容を習得す
る。サービス実践授業に必要な備品
を利用して解説します。

到達目標
【専門知識スキル】：レストランサービ
スの基本、運営方法、プレゼンテー
ション能力 【社会人基礎力】：１、前
に踏み出す力、実行力 ２、考え抜く
力、創造力 ３、チームで働く力、規
律性、傾聴力を身につける。

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

評価項目1
備考
【受講ルール等】：レストランサービス授業に前向 以下備考欄【評
きに参加できるか 【評価の観点】：レストランサー 価項目（評価の
ビスにおける準備、あと片ずけ、掃除にてのサー 方法）】参照
ビス実践に協力的か 【その他】：オンライン授業、
グループワーク、アクティブラーニング実施 【評
価項目（評価の方法）】：課題小テスト（４０％）、課
題レポート（3０％） 欠席・遅刻・早退(30%)
対面授業とオンライン授業を並行する可能性があ
ります。
進捗状況により内容変更の可能性があります。

授業運営方法・持参物 等

実践サービスにおける課題内容に
ついて、授業の進め方の説明

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

2

食材・飲料等の基礎知識 食品

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

3

食材・飲料等の基礎知識 西洋料理 西洋料理、料飲接遇サービス技法
に使用される主な食材
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

4

食材・飲料等の基礎知識 一般的な 西洋料理、料飲接遇サービス技法
西洋料理調理法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

5

食材・飲料等の基礎知識 飲料の種 西洋料理、料飲接遇サービス技法
類及び特徴
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

6

食材・飲料等の基礎知識 ワイン

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

7

食材・飲料等の基礎知識 ビール・
スピリッツ・リキュール

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

8

食材・飲料等の基礎知識 日本酒・ 西洋料理、料飲接遇サービス技法
焼酎
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など
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9

食材・飲料等の基礎知識 コーヒー・ 西洋料理、料飲接遇サービス技法
紅茶
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

11 食材・飲料等の基礎知識 西洋料理 西洋料理、料飲接遇サービス技法
の食事用具・備品
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

12 接客の基本 料飲サービスの役割・ 西洋料理、料飲接遇サービス技法
性格と特徴・支える条件・求められる ホテルテキスト レストラン・宴会編
資質

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

13 宴会とレストランサービス 宴会

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

14 宴会とレストランサービス レストラン 西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

15 宴会とレストランサービス 客席案内 西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

16 宴会とレストランサービス テーブル 西洋料理、料飲接遇サービス技法
サービス
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

17 調理の仕上げ ワゴンサービス・デク 西洋料理、料飲接遇サービス技法
パージュ
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

18 調理の仕上げ ワゴンサービス・フラ 西洋料理、料飲接遇サービス技法
ンバージュ
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

19 宴会とレストランサービス 一般的な 西洋料理、料飲接遇サービス技法
救護方法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

20 宴会とレストランサービス 食事の国 西洋料理、料飲接遇サービス技法
際習慣（プロトコール）
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

10 食材・飲料等の基礎知識 メニュー
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21 食文化 日本料理の食文化

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

22 食文化 西洋料理の食文化

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

23 施設管理

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

24 苦情対応と遺失物の取扱い

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

25 食品衛生および公衆衛生

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

26 安全衛生

西洋料理、料飲接遇サービス技法
ホテルテキスト レストラン・宴会編

実践ホスピタリティ授業、スタンバイ
及びアフターフォロー

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

27 ホテル協会 レストランサービスＤＶ
Ｄ

サービス・シュミレーション

ＤＶＤ動画及び解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

28 ホテル協会 バンケットサービスＤＶ サービス・シュミレーション
Ｄ

ＤＶＤ動画及び解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

29 ホテル協会 フロントサービスＤＶＤ サービス・シュミレーション

ＤＶＤ動画及び解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

30 前期期末試験

レストランサービスのまとめ

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：メモ、筆記用具など

前期期末試験
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科目のねらい
本科目ではｻｰﾋﾞｽする前の基本に
ついての理解と行動。ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ
の知識と実務。ﾌﾛﾝﾄｻｰﾋﾞｽの知識と
実務講義と演習で行い、専門知識と
実務能力を養う。

実
施
テーマ
回
1 (1)科目の狙い、到達レベル、
講義計画等の説明（30分）
(2) 業界情報

2

サービスする前の基本
５Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔･習慣
化)

教科書・教材
・ﾎﾃﾙﾃｷｽﾄ 宿泊Ⅱ、ﾌﾛﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ
編
Oracle Hospitarity elearning Opera
PMS

内容（詳細）

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ホテル業界での勤務経験のある
教員が担当。ｻｰﾋﾞｽする前の基本の
知識・演習。ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞの知識・演
習。ﾌﾛﾝﾄｻｰﾋﾞｽ（ﾍﾞﾙ･ﾄﾞｱ)の知識・
演習。ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの知識

習得目標

到達目標
【専門知識スキル】
・ｻｰﾋﾞｽする前の基本ができる。
・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ､清掃ができる。
・ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞの業務が
日本語・英語でできる。
・ﾌﾛﾝﾄｻｰﾋﾞｽの業務が
日本語・英語でできる。
【社会人基礎力】
・主体性、働きかけ力、実行力
（演習を通してｹﾞｽﾄへの声掛けや
問題があった時の対応力を身に
つける。）

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

・各講義の概要
・業界情報

・各講義の内容を理解する。
・業界の最新情報を得る。

・５Ｓとは何か
・５Ｓの演習
校舎内の汚れ､傷等を見つける

・５Ｓとは何か理解する。
・校舎内の汚れ､傷等を見つける。

評価項目1
備考
【受講ルール等】 挨拶、机・椅子等の整理整頓、 以下備考欄【評
消しｺﾞﾑのかす等のｺﾞﾐ処理は責任を持って行うこ 価項目（評価の
と。ｵﾝﾗｲﾝ授業の場合は挨拶・出席確認・質問を 方法）】参照
投げかけた時の回答等の適切な対応ができるこ
と。
【評価の観点】受講ﾙｰﾙは守られている。ｻｰﾋﾞｽ
する前の基本を理解し行動できる。ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞ
業務について理解し実務ができる。ﾌﾛﾝﾄｻｰﾋﾞｽ業
務について理解し実務ができる。【評価項目（評
価の方法）】ﾃｽﾄ 70%､5S/演習等20%､授業態度
10% 欠席・遅刻・早退はその回数に応じて減点を
行う。対面授業とオンライン授業を並行する可能
性があります。進捗状況により内容変更の可能性
があります。

授業運営方法・持参物 等
【授業運営方法】 ： 講義
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使った説明

問題発見力、主体性

【授業運営方法】 ： 講義
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使った説明
校舎内をﾁｪｯｸ

3

サービスする前の基本
５Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔･習慣
化)

・５Ｓの演習
汚れ等を素早く見つけ、応急
処置をする。

4

サービスする前の基本
防犯

・防犯の知識・意識

(衛生管理)

・５Ｓとは何か理解する。
・椅子の片付け、ﾃﾞｽｸ上の消しｶｽ
処理が習慣的にできる。
・校舎内の簡単な汚れの処置が
できる。
・防犯の知識・意識について把握
する。
・関連する法令を理解する。

主体性、実行力

【授業運営方法】 ： 講義、演習
校舎内の汚れ等を処理する
【持参物】
消しｺﾞﾑ、歯ﾌﾞﾗｼ､歯磨き粉
【授業運営方法】 ： 講義
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使った説明

(・衛生管理の知識・意識)
(・HACCPとは何か理解する)

5

サービスする前の基本
防災

・防災の知識･意識

・防災の基礎的な知識があり、
非常時には冷静に判断し、
行動が出来る。

【授業運営方法】 ： 講義
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使った説明
＊訓練消化器＋訓練用まと 購入要！！
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重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）
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6

7

8

9

サービスする前の基本
119番通報
一次救命処置
(BLS: Basic Life Support)

・119番通報
・一次救命処置
(BLS: Basic Life Support)

ハウスキーピング（1）

・ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞの組織と業務概要
・清掃業務とｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
・その他の業務（ﾗﾝﾄﾞﾘ、貸出品、
遺失物等）

・ﾊｳｽｷｰﾋﾟﾝｸﾞの組織を理解する。
・清掃業務を理解する。
・ﾗﾝﾄﾞﾘｰ、遺失物、貸出品等の
業務について理解する。

・ｵｰﾀﾞｰﾃｲｶｰの業務
・貸出品管理とﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ業務

・ｵｰﾀﾞｰﾃｲｶｰ業務を日本語・英語
でできる。
・ﾃﾞｲﾊﾞﾘｰ業務を日本語・英語
でできる。

主体性、実行力

・客室清掃業務
（清掃、ｾｯﾃｨﾝｸﾞ、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）
・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ業務

・客室清掃（清掃､ｾｯﾃｨﾝｸﾞ、
ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）ができるようになる。
・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸができるようになる。

主体性、実行力

・客室清掃業務
（清掃、ｾｯﾃｨﾝｸﾞ、ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）
・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ業務

・客室清掃（清掃､ｾｯﾃｨﾝｸﾞ、
ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ）ができるようになる。
・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸができるようになる。

主体性、実行力

・ﾛﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽの組織
・ﾛﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽの業務

・ﾛﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽの組織を理解する。
・ﾛﾋﾞｰｻｰﾋﾞｽの業務を理解する。
・部屋への案内が日本語・英語
でできる。

主体性、実行力、働きかけ力、
状況判断力

・荷物の取扱
ﾁｪｯｸｲﾝ前
ﾁｪｯｸｱｳﾄ後
宅急便

･ｲﾝ前の荷物の取扱ができる。
･ｱｳﾄ後の荷物の取扱ができる。
・宅急便の取扱ができる。
・国際輸送ｻｰﾋﾞｽについて
理解する。

主体性、実行力

・ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの組織
・ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの業務

・ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭの業務を理解する。

ハウスキーピング（2）

ハウスキーピング（3）

10 ハウスキーピング（4）

11 フロントサービス（1）

12 フロントサービス（2）

13 コンシェルジュ

・119番通報ができる。
・一次救命処置（BLS）について
理解し、適切な行動が取れる。

主体性、実行力

【授業運営方法】 ： 講義、演習
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使った説明
＊AEDﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾞﾕﾆｯﾄ＋CPR訓練用人形
購入要！！
【授業運営方法】 ： 講義
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書
【授業運営方法】 ： 講義／演習
【持参物】
教科書

14 まとめ

全ての復習とまとめ

15 定期試験

定期試験

・宿泊ｻｰﾋﾞｽ実務全般を
理解する。

客室への案内についてﾎﾟｲﾝﾄをおさ 【授業運営方法】 ： 講義、演習
え、日本語と英語で演習を行う。
定期試験
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評価項目1
科目のねらい
教科書・教材
授業概要
到達目標
備考
ホテルでの婚礼・宴会の概要及びホ ホテルでの婚礼・宴会に関する必要 《実務経験のある教員による授業科 【専門知識スキル】：宴会概要・宴会 【受講ルール等】：コロナ渦でのコミニケーション。 以下備考欄【評
テル宴会業務に関する実務知識と 資料
目》ブライダル業界での勤務経験の 業務全般を完璧に理解する。宴会 【評価の観点】：コロナ渦ということを踏まえ、万全 価項目（評価の
サービス技能を、実際に宴を企画し
ある教員が担当。ホテルで扱われる の設営実習を通して現対応のノウハ の対策を講じお客様に喜んで頂ける宴会を考え 方法）】参照
て発表出来るレベルまでに向上させ
宴会の概要及び宴会業務の種類や ウを知る。 【社会人基礎スキル】
る。骨組から肉付けまでを行い発表できるところま
る。
1年
内容の基本を完全把握する。特に 宴を皆で企画施工することにより、 でレベルを上げ評価を得る。 【その他】：臨機応
生で学んだ知識・技術面の向上・パ
婚礼はすべての宴会の集大成であ チームワークの大切さ、組織の中の 変な接客対応を学ぶ。【評価項目（評価の方
フォーマンス能力の向上・コミ二ケー
るといえるので、これを理解すること 自分という存在の意識を感じとる。 法）】：授業に取り組む姿勢４０％・状況把握能力
ション能力の向上を目指す。どんな
が重要。宴会のなんたるかが把握で 臨機応変な対応スキル構築。
１０％・個々の積極性・向上心・協調性２０％・出
状況下においても安定した接客対
きたら実際に宴を企画し施工し発表
欠席１０％・発表２０％対面授業とオンライン授業
応を提供出来るように。
し、迎賓から送賓までトータルで行
を並行する可能性があります。進捗状況により内
う。
容変更の可能性があります。

実
施
テーマ
内容（詳細）
回
1 シラバス説明。
バンケット実務の重要性を学ぶ。
ホテル宴会部門の婚礼の概要宴会
業務の種類。授業の必要性・意義の
説明。
2 同上
感染防止対策を講じながら
筆記しながら座学での授業。

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

ホテルにおける宴会業務・内容・種
類を完全把握する。

傾聴力

授業でのホスピタル精神の大切さを 対応力・洞察力
学ぶ。

筆記しながら座学と実践での授業。 ホテル宴会におけるホスピタル精神 実行力・適応力・強調性
の把握。

授業運営方法・持参物 等
筆記しながら座学で学ぶ。

同上

3

ホテル宴会部門フロント業務把握。
実践対応。

4

ホテル宴会部門サービス業務把握。 筆記しながら座学と実践での授業。 ホテルでの婚礼業務のホスピタル精 同上
実践対応。
神の把握。

同上

5

宴会企画立案の概要を説明。各主
要スタッフ決定。

筆記しながら個々の主張を取り入れ ホテルでの婚礼・宴会業務おける
咀嚼しながらの授業。
サービス全般の把握。

公聴力・把握力・積極性

同上

6

同上

同上

同上

同上

同上

7

自分たちのテーマに基づき、内容の イベント内容を決定し把握する。
構築をしていく。

自分たちの行うイベントの趣旨の把
握。

把握力・積極性

同上

8

同上

同上

同上

同上

同上
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評価率1
100

重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）
個々の自主性に
任せる。
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9

宴会企画立案及び発表について、 グループ編成を行い、宴会を企画し 各スタッフの役割を把握し書面にお 積極性・創造力・提案力
グループ編成を行う。各役割分担を 施工に向けて作業・活動を始める。 越し確認する。
元にスタッフ決定。

各担当を決めながら

10 宴会企画立案及び発表を行うにあ
たり、各発表内容の精査を行う。

グループ編成を行い、宴会を企画し 各スタッフの役割を把握し書面にお 同上
施工に向けて作業・活動をする。
越し確認する。

同上

11 宴会企画立案及び発表を行うにあ
たり、各発表内容の精査を行う。

スタッフ・技術発表の精査。

個々の積極性・コミニケーションの向 積極性・創造力・提案力
上を図りながらよりよい宴会企画を立
案。

同上

12 同上

同上

同上

同上

13 各グループにて宴会企画の内容を
精査し、必要な備品をプックアップ
し、リサーチを開始する。

実際に施工・発表ができる内容かを 個々の積極性・コミニケーションの向 洞察力・判断力・協調性
把握する。
上を図りながらよりよい宴会企画を立
案。

同上

14 同上

同上

同上

15 宴会企画進行に沿ってスタッフ確
認・各進行内容ごとに動きなどのリ
ハーサルを行う。

流れを把握したら、実際に備品・動き 洞察力・内容の把握力の向上を図り 洞察力・判断力・協調性
を把握する。
ながら備品・物品を精査・導線の把
握。

同上

16 同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

17 宴会企画の技術発表のリハーサル。 実際の施工・技術発表内容を進行
リハーサルをしながら発表内容に肉 に沿って、リハーサルを行う。
付けをしていく。

個々の積極性・コミニケーションの向 洞察力・判断力・協調性
上を図りながらよりよい宴会企画を立
案。

同上

18 同上

同上

同上

同上

同上

19 宴会企画の技術発表のリハーサル。 司会も交えて進行リハーサルを行
リハーサルをしながら発表内容に肉 う。
付けをしていく。

個々の積極性・コミニケーションの向 洞察力・判断力・協調性
上を図りながらよりよい宴会企画を立
案。

同上

20 進行に基づきMC原稿を精査してい 技術発表の向上を目指す。
く。

協調性の向上を図る。

お客様を想定しながら

同上
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21 宴会企画の技術発表のリハーサル。 司会も交えて進行リハーサルを行
リハーサルをしながら発表内容に肉 う。
付けをしていく。

個々の積極性・コミニケーションの向 規律性・主体性・創造力・実行力
上を図りながらよりよい宴会企画を実
施。

お客様を想定しながら

22 毎回必ずタイムキープをする。
技術発表の向上を目指す。
向き不向きも考えながら変更訂正も
考える。

同上

同上

同上

23 宴会企画の技術発表のリハーサル。 コミ二ケーションをとりながら、得て不 個々の積極性・コミニケーションの向 規律性・主体性・創造力・実行力
リハーサルをしながら発表内容に肉 得て向き不向きも把握し、発表に備 上を図りながらよりよい宴会企画を実
付けをしていく。
え最終内容・スタッフ確認を行う。
施。

同上

24 実際に宴会企画で行う技術発表の 同上
施工を行いながら順を追ってリハー
サルを行う。

同上

同上

同上

25 宴会企画の技術発表のリハーサル。 実際の施工・技術発表内容を進行
リハーサルをしながら発表内容に肉 に沿って、リハーサルを行う。
付けをしていく。

グループで現状を把握しながらより
よい宴会企画を組み立てる。

規律性・主体性・創造力・実行力

同上

26 実際に宴会企画で行う技術発表の 同上
施工を行いながら順を追ってリハー
サルを行う。

同上

同上

同上

27 宴会企画の技術発表のリハーサル。 実際の施工・技術発表内容を進行
リハーサルをしながら発表内容に肉 に沿って、リハーサルを行う。
付けをしていく。

グループで現状を把握しながらより
よい宴会企画を組み立て、実践す
る。

実行力・協調性・判断力

同上

28 実際に宴会企画で行う技術発表の 同上
施工を行いながら順を追ってリハー
サルを行う。

同上

同上

同上

29 宴会企画の成果発表

実践

立案した企画の成果発表をする。

実行力・協調性・規律性

実践

30 宴会企画の成果発表

実践

立案した企画の成果発表をする。

同上

実践
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科目のねらい
教科書・教材
「レストランサービス技能検定」３級の 西洋料理 料飲接遇サービス技法
取得を目指し、１次学科試験(卒業
年次８月実施)の合格に必要な知識
を、他の専門科目での既習事項を
整理しつつ、体系的に習得する。併
せて、ホテル・レストランで活躍できる
プロ意識を身につける。

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ホテル業界での勤務経験のある
教員が担当。レストランや宴会での
サービスに必要な料飲知識、サービ
ス技術や公衆衛生について学ぶ。ま
た、過去問題を繰り返し行うことで知
識の習得度を確認するとともに、他
の試験とは違う特殊な採点方法（正
答数－誤答数＝得点）を理解する。

到達目標
得点（正答数－誤答数）7０点以上。
学科試験合格には問題文の正誤判
断ができない場合は無回答という選
択肢があるということを理解する。

実
施
テーマ
内容（詳細）
習得目標
ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力
回
1 （１）科目の狙い、到達レベル、講義 試験問題が真偽法であること、採点 得点が（正答数－誤答数）であること 傾聴力・柔軟性・規律性
計画等の説明 （２）食材・飲料等の 方法を理解する。食品に関する一般 を理解する。例題で正誤判断力を身
基礎知識
的な知識と食材・料理法に関する概 に着ける。
略の知識を習得する。

傾聴力・規律性

備考
【評価の観点】試験結果と合わせて採点方法の理
解度を重要視する。【評価項目（評価の方法）】期
末試験40％、日常点40％。学習意欲20％対面授
業とオンライン授業を並行する可能性があります。
進捗状況により内容変更の可能性があります。

授業運営方法・持参物 等
出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

2

食材・飲料等の基礎知識

食品に関する一般的な知識と食材・ 例題で正誤判断力を身に着ける。
料理法に関する概略の知識を習得
する。

3

実技トレーニング

朝食のサービス

グリーティング～テーブルサービス 傾聴力、主体性、実行力
～ゲストアウトまでの流れ、確認事項
を覚える

【授業運営方法】グループワーク

4

実技トレーニング

朝食のサービス

グリーティング～テーブルサービス 傾聴力、主体性、実行力
～ゲストアウトまでの流れ、確認事項
を覚える

【授業運営方法】グループワーク

5

食材・飲料等の基礎知識

ワイン及びその他の飲料の種類、性 例題で正誤判断力を身に着ける。
質についての知識を習得する。

傾聴力・規律性

1 / 4 ページ

出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

評価項目1

評価率1
100

重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）
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6

宴会とレストランサービス

宴会の種類、内容、運営についての 例題で正誤判断力を身に着ける。
知識を習得する。

傾聴力・規律性

出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

7

実技トレーニング

朝食のサービス

各動作毎の注意点を理解する

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

8

実技トレーニング

朝食のサービス

各動作毎の注意点を理解する

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

9

宴会とレストランサービス

レストランにおける各種サービスの知 例題で正誤判断力を身に着ける。
識を習得する。

傾聴力・規律性

出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

10 食文化・食品衛生及び公衆衛生

食文化・食品衛生及び公衆衛生に
ついての知識を習得する。

例題で正誤判断力を身に着ける。

傾聴力・規律性

出題傾向の高い箇所を重点的に学習する。西洋
料理 料飲接遇サービス技法 持参。

11 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

グリーティング～テーブルサービス 傾聴力、主体性、実行力
～ゲストアウトまでの流れ、確認事項
を覚える

【授業運営方法】グループワーク

12 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

グリーティング～テーブルサービス 傾聴力、主体性、実行力
～ゲストアウトまでの流れ、確認事項
を覚える

【授業運営方法】グループワーク

13 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力
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自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。
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14 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。

15 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

各動作毎の注意点を理解する

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

16 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

各動作毎の注意点を理解する

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

17 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。

18 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。

19 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

指示通りの手順で指定時間内にス
ムーズにサービスを行う

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

20 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

指示通りの手順で指定時間内にス
ムーズにサービスを行う

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

21 練習問題（２級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

2級問題にチャレンジし応用力を養う。自己採点後
に正誤判断のできなかった問題をテキストにて復
習する。西洋料理 料飲接遇サービス技法 持
参。
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22 練習問題（２級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し６０ 自己採点で６０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

2級問題にチャレンジし応用力を養う。自己採点後
に正誤判断のできなかった問題をテキストにて復
習する。西洋料理 料飲接遇サービス技法 持
参。

23 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

指示通りの手順で指定時間内にス
ムーズにサービスを行う

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

24 実技トレーニング

ランチタイムにおけるサービス

指示通りの手順で指定時間内にス
ムーズにサービスを行う

主体性、実行力

【授業運営方法】グループワーク

25 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し７０ 自己採点で７０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。

26 練習問題（３級過去問題）

正誤判断ができる問題から回答し７０ 自己採点で７０点以上。
点以上を目指す。正誤判断ができな
かった設問の内容を理解する。

課題発見力・柔軟性・状況判断力

自己採点後に正誤判断のできなかった問題をテ
キストにて復習する。西洋料理 料飲接遇サービ
ス技法 持参。

27 期末試験（実技）

28 期末試験（実技）

29 期末試験（学科）

30 期末試験（学科）
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科目のねらい
教科書・教材
本科目では、料飲サービスのプロを 榊原の資料を配布します。
目指し実際の職場で活躍できる人材
を目指す。 さらに、サービスのみ
にとどまらずお客様との言葉遣いや
身だしなみ、お辞儀仕方、歩き方等
サービスマンとしてのマナーの取得
を目指す。

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ブライダル業界での勤務経験の
ある教員が担当。お客様のお出迎え
からお見送りまでを順序立てて学
び、レストラン、結婚披露宴、一般宴
会等様々な場面でのサービスを学
ぶ。

到達目標
【専門知識スキル】：メニューを説明
することができる。 料理に合ったワ
インを説明することができる。 什器
備品をセッティングすることができ
る。 【社会人基礎力】：料飲サー
ビスを通して主体的に行動し、各自
に発信しながら、テーマの課題につ
いて問題点を見出す能力を身につ
ける。トラブルに適切に対応できるス
キルを身に着ける。

実
施
テーマ
内容（詳細）
習得目標
ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力
回
1 (1)科目の狙い、到達レベル、講義計 男女別の身だしなみについて 三つ シチュエーションに合わせたお辞儀 主体性、働きかけ力
画等の説明（60分）(2)コンテストの意 のお辞儀の仕方について 待機姿 ができる。自分で身だしなみチェック
義と心構え
勢等
ができる。
2

接客の基本 好ましい表現と間違っ 具体例を挙げてロールプレイング
た言葉づかい

3

お客様のお出迎えと、お見送り

4

接客用語の基本を学ぶ

評価項目1
備考
【受講ルール等】：資料は事前に配布する。 課題 以下備考欄【評
の提出は随時とする。 【評価の観点】：・一人客、 価項目（評価の
二人客、グループ客、お客様の来店目的を把握 方法）】参照
できているか。・お客様に対してスムーズな料飲
サービスが出来ているか。・アレルギー対応は適
切か。 【その他】：サービスされる側、サービスす
る側としてアクティブラーニング適宜取り入れ実
施。 【評価項目（評価の方法）】：講義への出席
－ 10%、 サービス発表－20%、 、小テスト合計－
30%、期末テスト－40% なお、欠席・遅刻・早退は
その回数に応じて減点をおこなう。
対面授業とオンライン授業を並行する可能性があ
ります。捗状況により内容変更の可能性がありま
す。

授業運営方法・持参物 等
【授業運営方法】：座学＋実技中心

主体性、働きかけ力

【授業運営方法】：アクティブラーニング

お出迎えとテーブルへのご案内 お お客様への誘導の仕方
見送りの仕方

積極性 行動力

ロールプレイング

メニュー説明

コースとアラカルト

カトラリーのセッティング

傾聴力と行動力

ロールプレイング

5

サービストレイとトーション

ドリンクのお伺い

グラスのセッティング

傾聴力と行動力

ロールプレイング

6

リネン類とナフキン

テーブルクロスのルールを学ぶ

ナフキンの様々な折り方

傾聴力と行動力

ロールプレイング

4

フレンチフルコース料理の流れ

温かい料理と冷たい料理

チャイナ類の名称とその役割

傾聴力と行動力

ロールプレイング
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8

フレンチフルコース料理の流れと皿 アミューズ オードブル スープ ポ サービス提供のポイント
盛料理サービス
ワソン グラニテ ビアンド デセール
の流れ

傾聴力と行動力

ロールプレイング

9

フレンチフルコース料理のプラッター サーバーの使い方
サービス

サービス提供のポイント

傾聴力と行動力

ロールプレイング

テーブル形式と立食、バイキング

傾聴力と行動力

ロールプレイング

10 宴会サービス

多人数への対応

11 トラブル事例とその対応策

具体例を挙げ、全員で解決策を考え サービスする側のミス
る

傾聴力と理解力

ロールプレイング

12 トラブル事例とその対応策

具体例を挙げ、全員で解決策を考え お客様のミス
る

傾聴力と理解力

ロールプレイング

13 料飲サービスコンテストリハーサル

リハーサル

リハーサル

行動力と積極性

ロールプレイング

14 料飲サービスコンテストリハーサル

リハーサル

リハーサル

行動力と積極性

ロールプレイング

15 料飲サービスコンテスト実施

実技試験

実技試験
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科目のねらい
本科目では、ホテルレストランにて、
提供される料理、飲料に関する基本
知識を習得する。西洋料理を中心に
学び、日本料理及び中国料理の食
文化の概要をもおさえる。

教科書・教材
ホテルテキスト レストラン・宴会編
西洋料理料飲接遇サービス技法
課題プリントを作成して、配布
料飲接遇関係、ＤＶＤ視聴5回程度
予定。

実
施
テーマ
内容（詳細）
回
1 (1)科目の狙い、到達レベル、講義計 ホテルテキスト レストラン・宴会編
画等の説明（30分）
(2) 自己紹介 課題プリントを作成して、配布
(3)料飲応用知識について

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》ホテル業界での勤務経験のある
教員が担当。オンライン授業または、
サービス実践（対面授業）における、
料飲サービスのスキルアップを目標
とします。実践授業に必要な備品を
利用して授業を進めます。当授業で
は、研修及びアルバイトでも、授業
内容が現場で実践できるようにす
る。

到達目標
【専門知識スキル】：ホテルレストラ
ン・サービスの基本及びサービスマ
ナーの習得【社会人基礎力】：１、前
に踏み出す力、実行力 ２、考え抜く
力、創造力 ３、チームで働く力、、
規律性、傾聴力を身につける。

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

評価項目1
備考
【受講ルール等】：オンライン・サービス実践授業 以下備考欄【評
に前向きに参加できるか 【評価の観点】：実践
価項目（評価の
サービス課題に協力的か 【その他】：オンライン 方法）】参照
授業、グループワーク、アクティブラーニング実施
【評価項目（評価の方法）】：課題小テスト（４
０％）、課題レポート（4０％） 欠席・遅刻・早退
(20%)
対面授業とオンライン授業を並行する可能性があ
ります。進捗状況により内容変更の可能性があり
ます。

20

・授業概要の解説及び進め方につ
いて

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

2

第２章 什器・食器・備品類の知識

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・什器・食器・備品類の取り扱い

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

3

第３章 メニュー

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・コース料理と一品料理

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

4

第４章 西洋料理の基礎知識

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・西洋料理のテーブルマナー

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

5

第４章 西洋料理の基礎知識

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・朝食の基礎知識

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

6

第４章 西洋料理の基礎知識

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・日本料理の基礎知識

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

7

第４章 西洋料理の基礎知識

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・中国料理の基礎知識

・前に踏み出す力、実行力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

8

ホテルレストランサービス実技（ラン
チタイムのサービス）テキストＤＶＤ

ＨＲＳ３級実技試験の解説

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力
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ホテルレストランサービス実技（ラン
チタイムのサービス）

ＨＲＳ３級実技試験の解説

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

10 ホテルレストランサービス実技（ラン
チタイムのサービス）

ＨＲＳ３級実技試験の解説

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

11 ホテルレストランサービス実技（ブ
ＨＲＳ３級実技試験の解説
レックファストのサービス）テキストＤＶ
Ｄ

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

12 ホテルレストランサービス実技（ブ
レックファストのサービス）

ＨＲＳ３級実技試験の解説

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

13 ホテルレストランサービス実技（ブ
レックファストのサービス）

ＨＲＳ３級実技試験の解説

・サービスデモ、プレゼンテーション ・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

14 レストランサービス・コンテストについ プレゼンテーション
て

・実践サービス、サービスデモ

・考え抜く力、創造力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

15 コーヒーのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践サービス、サービスデモ

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

16 コーヒーのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践サービス、サービスデモ

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

17 コーヒーのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践サービス、サービスデモ

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

18 紅茶のサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

19 紅茶のサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

20 紅茶のサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法
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21 ノンアルコールドリンクのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

22 ノンアルコールドリンクのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

23 ノンアルコールドリンクのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

24 フルーツのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

25 フルーツのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

26 フルーツのサービス

ホテルテキスト レストラン・宴会編
課題プリントを作成して、配布

・実践ホスピタリティ授業

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

27 バーテンダーＤＶＤ動画

プレゼンテーション

・ＤＶＤ動画にて解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

28 ソムリエＤＶＤ動画

プレゼンテーション

・ＤＶＤ動画にて解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

29 レストランサービスＤＶＤ動画

プレゼンテーション

・ＤＶＤ動画にて解説

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法

30 前期期末試験

前期期末試験

料飲応用知識のまとめ

・チームで働く力、規律性、傾聴力

【授業運営方法】：ホテルテキスト レストラン・宴会
編 西洋料理料飲接遇サービス技法
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科目のねらい
教科書・教材
目指す職業に就くためには、就職活 『2021 TRIDENT Career Guide
動、就職試験を避けて通ることはで Book』トライデントオリジナル教材。
きない。本科目では、就職活動を順 前期配布済み。
調にスタートさせ、自信を持って就職
試験に臨むことができるようになるこ
とを狙いとし、一年次の前期後期を
通して開講し、筆記試験以外の事前
準備を行う。

実
施
テーマ
内容（詳細）
回
1 オリエンテーション/就職活動の流れ 科目ガイダンス（科目の狙い、到達
レベル、講義計画の説明、評価方
法）、就職活動の流れ、夏休み宿題
（企業リストアップ）提出、模擬試験
受験方法の説明

授業概要
《実務経験のある教員による授業科
目》旅行業界での勤務経験のある教
員が担当。就職活動に対する事前
準備として、後期は自己PR、志望動
機作成、履歴書、エントリーシートの
書き方、面接試験、グループディス
カッションについての実践的ノウハウ
の習得と対策を行う。

到達目標
【専門知識スキル】：企業の新卒採
用活動のおよそのスケジュール、募
集開始から内偵までの流れ、採用試
験の種類、内容が分かり、適切な就
職活動準備計画をたてることができ
る。自分のセールスポイントが採用
側に的確に伝わり、かつ印象に残る
ような自己PRを文章およびスピーチ
で表現できる。 【社会人基礎力】：
社会に適用できる基本的な知識や
発信力を得る。

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

評価項目1
備考
【受講ルール等】：テキストは必ず持参すること。後 以下備考欄【評
期も引き続き使用する。また、資料保管のための 価項目（評価の
A4サイズのクリアファイル（20ポケット）も持参する 方法）】参照
こと。 【評価の観点】：課題を課す場合、提出期
限を最重要視する。提出期限以降は一切受け付
けない。【評価項目（評価の方法）】：出席点－
50%、 課題提出等－40%、日常点-10%。期末テス
トは行わない。対面授業とオンライン授業を並行
する可能性があります。
進捗状況により内容変更の可能性があります。

授業運営方法・持参物 等

科目の趣旨を理解する。企業の新 傾聴力、理解力
卒採用活動のおよそのスケジュール
と就職活動の準備としていつ何をす
れば良いかが分かる。

【持参物】：TRIDENT Career Guide Book。A4サイ
ズのクリアファイル

就職活動における自己PRの重要性 主体性
を理解する。採用側に評価される
セールスポイントの選び方、エピソー
ドの整理の仕方が分かる。

〃

2

自己PR1

就職活動における自己PRの重要
性。自己分析と自己PR。採用側視
点に立った自己PRのポイント。セー
ルスポイントの選択とエピソードの整
理。

3

自己PR2

自分のキャッチフレーズ（キャッチコ 自分のセールスポイントが採用側
〃
ピー）の作りかた。自己PR文のまとめ （読み手）に的確に伝わり、印象に残
方
るような自己PR（キャッチフレーズを
含む）を文章の形で表現できる。

〃

4

自己PR3

採用する側の視点に立ったスピーチ 限られた時間の中で、自分のセール 〃
のポイント。1分間自己PRスピーチの スポイントが採用側に的確に伝わり、
準備
印象に残るような自己PRをスピーチ
の形で表現できる。

〃

5

自己PR4

1分間自己PRスピーチ。クラス全員
が1分間自己PRスピーチを実施。

〃

〃

6

志望動機1

業界、職種、企業。就職活動におけ 就職活動における企業研究の重要 〃
る企業研究の重要性。企業情報の 性を理解する。企業研究を深めるた
収集方法と整理の仕方。
めの情報の収集方法と整理の仕方
が分かる。

〃

〃
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志望動機2

就職活動における志望動機の重要
性。企業情報から志望動機へ。採用
側視点に立った志望動機のポイン
ト。志望動機のまとめ方。

就職活動における志望動機の重要 〃
性を理解する。採用側から評価され
るような志望動機のまとめ方のポイン
トが分かる。

〃

8

履歴書の書き方4

履歴書記入上のポイント、注意点。

就職活動の本番で応募書類として 〃
通用する水準の履歴書（基本形）を
作成できる。

〃

9

グループディスカッション（GD）

面接試験の形式と心得。GDとは。 面接試験の段階、形式を再確認す 〃
GDでは何が見られるか。GD参加の る。GDとは何かを採用側の狙いも含
際のポイント。模擬GD
め理解するとともに、面接官に評価
されるようなポイントが分かる。

〃

10 オンライン模擬面接1

新型コロナウイルス対策として、イン 対面での面接の違い、準備及び注
ターネットを利用した面接練習
意するべき点を理解する。

〃

〃

11 オンライン模擬面接2

〃

〃

〃

〃

12 エントリーシート（ES）

ESとは。ESと履歴書の違い。ESの実
例。OpenES。ESでは何が見られる
か。ESの質問例。ES記入上のポイン
ト

エントリーシートとは何かを採用側の 〃
狙いを含め理解するとともに、面接
官に評価されるような書き方のポイン
トが分かる。

〃

13 企業訪問時の心構えとマナー/面接 企業訪問（会社説明会参加、採用試 会社説明会参加や採用試験受験の 〃
際に、必要な事前準備を行い、かつ
練習1
験受験など）の際の心構えとマ
ナー。面接試験の流れ。面接試験で 当日正しいマナーで行動、対応がで
は何が見られているか。
きる。

〃

14 面接練習2

面接試験でよく聞かれる質問。面接 面接試験でよく聞かれる質問を認識 〃
質問例中の特定質問について自分 するとともに、その背後にある採用側
の回答を作成する。模擬試験の解 の狙いを理解する。
説

〃

15 面接練習3

模擬面接。クラス内を複数グループ 面接官に評価されるような集団面接
に分け、集団面接を実施。
の際の受け答えのポイントが分かる。
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科目のねらい
ホテル業界はもとより、それに限らず
現在社会人として活躍している
OB,OGを招いて社会人としての生
活、仕事の心得などの話を聞き自身
のこれからのじんせいの参考とする。
実
施
テーマ
回
1 科目の狙い、授業内容および進め
ていく方法を説明する。

教科書・教材

授業概要
ゲストを招き、そのお話をもとに自分
自身を見つめなおし、レポートにまと
める。また、ゲストをお招きしないとき
は社会人としてのものの見方、考え
方を養うため仕事（社会）で起こりうる
さまざまな問題を考えていく

内容（詳細）

習得目標

ﾀｰｹﾞｯﾄ社会人基礎力

授業運営方法・持参物 等

これから学習する内容の重要性を理 傾聴力
解する。

自分ノート（科目用）、筆記用具

社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
ことがどうゆうことかが理解できるよう
になる。

板書による座額およびグループワーク

3

社会人基礎力（社会における常識と 自身が望む業界で活躍するために、 社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
非常識をさまざまな場面から考え
先に業界で活躍している先輩方の ことがどうゆうことかが理解できるよう
る。）
話を拝聴し将来の自分をイメージさ になる。
せ、あわせて社会の仕組み、問題を
捉え学習する

板書による座額およびグループワーク

4

業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

5

業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

6

業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

7

企業講演

企業の方の講演、講義

傾聴力、主体性

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

8

業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

2

自身が望む業界で活躍するために、
先に業界で活躍している先輩方の
話を拝聴し将来の自分をイメージさ
せ、あわせて社会の仕組み、問題を
捉え学習する
社会人基礎力（社会における常識と 自身が望む業界で活躍するために、
非常識をさまざまな場面から考え
先に業界で活躍している先輩方の
る。）
話を拝聴し将来の自分をイメージさ
せ、あわせて社会の仕組み、問題を
捉え学習する

評価項目1
到達目標
備考
社会人基礎力（仕事を通して自身を 成績評価は授業態度、提出物などやるべきことを 以下備考欄【評
成長させていくいくという道理が理解 やっているかどうか。授業貢献度（担任判断）によ 価項目（評価の
できるようになる。仕事で言えば業界 り評価する。傾聴力
方法）】参照
が必要としている人材はどのような人
間なのかがわかるようになる。

企業講演を拝聴し自身の将来の参
考にする。

1 / 2 ページ
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重要用語・
授業外学習・宿
ｷｰﾜｰﾄﾞ（任
題・提出課題 等
意）
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業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

10 社会人基礎（社会における常識と非 望む業界で活躍するために、先に業 社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
常識をさまざまな場面から考える）
界で活躍している先輩方の話から自 ことがどうゆうことかが理解できるよう
身の将来をイメージさせあわせて社 になる。
会の仕組み、問題を捉え学習する。

板書による座額およびグループワーク

11 社会人基礎（社会における常識と非 望む業界で活躍するために、先に業 社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
常識をさまざまな場面から考える）リ 界で活躍している先輩方の話から自 ことがどうゆうことかが理解できるよう
ゾートトラスト様講演予定
身の将来をイメージさせあわせて社 になる。
会の仕組み、問題を捉え学習する。

板書による座額およびグループワーク

12 業界で活躍しているOB、OGの講演 OB,OGの講演、講義を拝聴する。

業界で活躍している卒業生を招き、 傾聴力、主体性
講演をしていただき自身の進路の参
考にする。

先輩の話を聞き自分の進路の参考にする。

13 社会人基礎力（社会における常識と 望む業界で活躍するために、先に業 社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
非常識をさまざまな場面から考え
界で活躍している先輩方の話から自 ことがどうゆうことかが理解できるよう
る。）
身の将来をイメージさせあわせて社 になる。
会の仕組み、問題を捉え学習する。

板書による座額およびグループワーク

14 社会人基礎力（社会における常識と 望む業界で活躍するために、先に業 社会人（大人）として自立するという 課題発見力、傾聴力
非常識をさまざまな場面から考え
界で活躍している先輩方の話から自 ことがどうゆうことかが理解できるよう
る。）
身の将来をイメージさせあわせて社 になる。
会の仕組み、問題を捉え学習する。

板書による座額およびグループワーク

15 まとめ

まとめ

まとめ

まとめ

まとめ
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