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２　専門科目
　ホスピタリティ・ツーリズム学部では、下記の必修科目等を決められた年次に従って履修することになります。
２年次及び３年次に進級するためには、必ず履修しなければならない授業科目もあり、計画的に履修し単位を修
得していくことが重要です。

年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○Academic English Ⅰ（1）
○Academic English Ⅱ（1）
◎日本文化論（2）
◎デスティネーション研究A（日本）（2）
◎文化と芸術（2）
◎ホスピタリティ論（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
◎マーケティング概論（2）

◎マネジメント総論（2）
　アカウンティング基礎（2）
　ファイナンス基礎（2）
　イノベーション概論（2）
　経済学概論（2）
　ロジカル思考（2）
◎統計学Ⅰ（2）
◎プレゼミナールⅠ-a（2）
◎プレゼミナールⅠ-b（2）

２

◎Academic English Ⅲ（1）
◎Academic English Ⅳ（1）
　統計学Ⅱ（2）
　倫理とコンプライアンス（2）

　リーダーシップ論（2）
　異文化マネジメント論（2）
◎プレゼミナールⅡ-a（2）
◎プレゼミナールⅡ-b（2）

３

　国際ビジネス関係論（2）
　経営戦略論（2）
　サービス・マーケティング論（2）
　サービス経済論（2）
　デスティネーション・マーケティング論（2）

　デスティネーション・マネジメント論（2）
　ヒューマンリソースマネジメント論（2）
　リスクマネジメント論（2）
　ケーススタディⅠ-a（2）
　ケーススタディⅠ-b（2）

４ 　ケーススタディⅡ-a（2） 　ケーススタディⅡ-b（2）

年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○Academic EnglishⅠ（1）
○Academic EnglishⅡ（1）
◎日本文化論（2）
◎デスティネーション研究A（2）
◎文化と芸術（2）
◎ホスピタリティ論（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
◎マーケティング概論（2）

◎マネジメント総論（2）
　アカウンティング基礎（2）
　ファイナンス基礎（2）
　イノベーション概論（2）
　経済学概論（2）
◎統計学Ⅰ（2）
◎プレゼミナールⅠ-a（2）
◎プレゼミナールⅠ-b（2）

２

◎Academic EnglishⅢ（1）
◎Academic EnglishⅣ（1）
　統計学Ⅱ（2）
　リーダーシップ論（2）
　倫理とコンプライアンス（2）

　ロジカルシンキング（2）
　国際ビジネス関係論（2）
◎プレゼミナールⅡ-a（2）
◎プレゼミナールⅡ-b（2）

３

　異文化マネジメント論（2）
　経営戦略論（2）
　サービス・マーケティング論（2）
　サービス経済論（2）
　デスティネーション・マーケティング論（2）

　デスティネーション・マネジメント論（2）
　ヒューマンリソースマネジメント論（2）
　リスクマネジメント論（2）
　ケーススタディⅠ-a（2）
　ケーススタディⅠ-b（2）

４ 　ケーススタディⅡ-a（2） 　ケーススタディⅡ-b（2）

○：２年次への進級要件となる授業科目
◎：３年次への進級要件となる授業科目
※１ すべての授業科目は、英語で行われ、英語で行われる授業科目のみで卒業することができます。
※２  海外大学への一年間の学部留学を必須としています。語学留学ではなく、海外へのホスピタリティ・ツーリズム関連学部への交換留学です。
（外国人留学生を除く。）

注 意　進級要件及び履修方法等の詳細は、「教育課程表」等でよく確認し、間違いのないよう必要な単位を修得してください。
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年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○Academic English Ⅰ（1）
○Academic English Ⅱ（1）
　English GrammarⅠ-a（1）
　English GrammarⅠ-b（1）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a（1）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
◎ホスピタリティ論（2）

◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
　マーケティング概論（2）
　マネジメント総論（2）
◎プレゼミナールⅠ-a（2）
◎プレゼミナールⅠ-b（2）

２

◎Academic English Ⅲ（1）
◎Academic English Ⅳ（1）
　English GrammarⅡ-a（1）
　English GrammarⅡ-b（1）
　パーソナル・コミュニケーションリテラシーⅠ（2）
　パーソナル・コミュニケーションリテラシーⅡ（2）

　エアラインビジネス論（2）
　ホテルビジネス論（2）
　交流創造ビジネス論（2）
◎プレゼミナールⅡ-a（2）
◎プレゼミナールⅡ-b（2）

３ 　ラクシャリー論（2） 　ケーススタディⅠ-a（2）
　ケーススタディⅠ-b（2）

４ 　ケーススタディⅡ-a（2） 　ケーススタディⅡ-b（2）

年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○Academic English Ⅰ（1）
○Academic English Ⅱ（1）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a（1）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
◎ホスピタリティ論（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
　マーケティング概論（2）
　マネジメント総論（2）

　アカウンティング基礎（2）
　ファイナンス基礎（2）
　イノベーション概論（2）
　統計学Ⅰ（2）
◎IoTテクノロジー基礎（2）
　デジタライゼーション概論（2）
　ロジカル思考（2）
◎プレゼミナールⅠ-a（2）
◎プレゼミナールⅠ-b（2）

２

　Academic English Ⅲ（1）
　Academic English Ⅳ（1）
　エアラインビジネス論（2）
　ホテルビジネス論（2）
　交流創造ビジネス論（2）
　統計学Ⅱ（2）
　倫理とコンプライアンス（2）

　デザイン思考（2）
　データ解析基礎（2）
　プロポーザル管理基礎（2）
　デジタル・イノベーション実地研修（2）
◎プレゼミナールⅡ-a（2）
◎プレゼミナールⅡ-b（2）

３ ケーススタディⅠ-a（2） ケーススタディⅠ-b（2）

４ ケーススタディⅡ-a（2） ケーススタディⅡ-b（2）

ビジネス＆プロフェッショナル・コミュニケーション メジャー

デジタル・イノベーション メジャー
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年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○English for TOEIC 450+（1）
○English for TOEIC 500+（1）
◎English for TOEIC 550+（1）
◎English for TOEIC 600+（1）
　English GrammarⅠ（1）
　English GrammarⅡ（1）
　Practical EnglishⅠ-a（1）
　Practical EnglishⅠ-b（1）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a（1）

◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（1）
◎ホスピタリティ論（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（2）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（2）
　マーケティング概論（2）
　マネジメント総論（2）
◎プレゼミナールⅠ-a（2）
◎プレゼミナールⅠ-b（2）

２

　Advanced English GrammarⅠ（1）
　Advanced English GrammarⅡ（1）
　Practical EnglishⅡ-a（1）
　Practical EnglishⅡ-b（1）
　エアラインビジネス論（2）

　ホテルビジネス論（2）
　トラベルエージェンシービジネス論（2）
◎プレゼミナールⅡ-a（2）
◎プレゼミナールⅡ-b（2）

３ 　ケーススタディⅠ-a（2） 　ケーススタディⅠ-b（2）

４ 　ケーススタディⅡ-a（2） 　ケーススタディⅡ-b（2）

○：２年次への進級要件となる授業科目
◎：３年次への進級要件となる授業科目
注 意　進級要件及び履修方法等の詳細は、「教育課程表」等でよく確認し、間違いのないよう必要な単位を修得してください。

2017～ 2019年度入学生

年次 必　修　科　目　等 ※（　）は単位数

１

○総合英語Ⅰ（１）
○総合英語Ⅱ（１）
　English GrammarⅠ-a（１）
　English GrammarⅠ-b（１）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-a（１）
◎サービスコミュニケーション実習Ⅰ-b（１）
◎ホスピタリティ論（２）

◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅰ（２）
◎ホスピタリティ・ツーリズム学Ⅱ（２）
　マーケティング概論（２）
　マネジメント総論（２）
◎プレゼミナールⅠ-a（２）
◎プレゼミナールⅠ-b（２）

２

◎総合英語Ⅲ（１）
◎総合英語Ⅳ（１）
　English GrammarⅡ-a（１）
　English GrammarⅡ-b（１）
　エアラインビジネス論（２）

　ホテルビジネス論（２）
　トラベルエージェンシービジネス論（２）
◎プレゼミナールⅡ-a（２）
◎プレゼミナールⅡ-b（２）

３ ケーススタディⅠ-a（２） ケーススタディⅠ-b（２）

４ ケーススタディⅡ-a（２） ケーススタディⅡ-b（２）

2020・2021年度入学生
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